
【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: 0558-77-1707 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7926021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 土日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050- 7893921 各種保険： 労災 月平均 その他の土木・測量技術関係資格

     TEL: 055-984-1501 従業員数 57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- 7837121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-2500 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 火土他 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- 7821721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0563-56-3331 従業員数 2人

年　　齢: 不問 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: 23120- 4222721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-29593421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-351-1788 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22040- 7559121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-351-1788 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22040- 7562521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-30476121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-30486721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22010-30491621 各種保険： 労災 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-30493121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-981-7677 従業員数 5人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

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- 7714121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県三島市文教町２－１－３５

時給 未経験者歓迎しま
す。1,000円～1,200円

又は9時30分～18時30

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

13

管理事務 管理しているマンションの管理報告書
作成及び空き部屋の部屋の確認清掃。
退去等の立会・清算業務他一般事務

パート労働者 株式会社　ルーム・アシスト
雇用期間の定めなし

時給

1,250円～1,500円

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

12

看護師（デイサービ
ス）／三島市

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

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実（カーシェアリング・

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

時給 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,050円 (3)18時00分～8時00分

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

11

デイサービス介護職
員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

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


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

時給 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,050円

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

10

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

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

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

時給

1,250円～1,500円

静岡県三島市南二日町４－１

9

看護師（デイサービ
ス）／三島市

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

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実（カーシェアリング・

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

時給

1,000円～1,500円
又は9時20分～19時30

静岡県三島市南二日町４－１

8

販売・受付・レジ業
務／三島南二日町店

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

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

時給

1,000円～1,500円
又は9時20分～19時30

静岡県三島市字エビノ木４７４５
番地
　社会福祉法人　見晴学園

7

メンテナンス作業及
び受付／三島南二日
町店

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

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

時給

944円～1,000円

静岡県三島市寿町５－２ロイヤルアウル２０５

6

（請）調理補助／三
島市

盛付：調理師及び栄養士が調理したも
のを食器に盛り付ける
差込：盛付した食事を入所者様各自の
トレーに差し込む
配膳：食事がのった配膳車を部屋前ま
で持っていく
下膳：食べ終わった食器を配膳車で下

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～19時30

時給

1,000円～1,000円

静岡県三島市市山新田１４４－１

5

事務全般（三島営業
所）

◇静岡県三島市にある営業所の事務を
行って頂きます。

＊商品の受発注業務（デリバリー）
＊伝票起票・本社への連絡
＊デリバリー・常時書類作成は指導い
たします。

パート労働者 株式会社　寺部商店
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

950円～950円

静岡県沼津市大岡１８６８－４
（沼津営業所）
静岡県三島市大場２８９（三島営
業所）

4

荷受け業務 野菜・果物入荷チェック、伝票と照ら
し合わせ作業
簡単なパソコン入力作業
荷分け業務

パート労働者 三島青果株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時30分～19時30

株式会社　協明
雇用期間の定めなし (1)7時00分～12時00分

時給

950円～950円
又は0時00分～23時59

静岡県三島市中島１６７－９

3

短時間タクシー乗務
員（Ｗワーク・副業
歓迎）沼津・三島他

○自分の空いている時間に仕事が出来
ます。
　Ｗワーク、副業大歓迎
　１日４時間からＯＫ。月８日から勤
務可能
○未経験者も大活躍
　当社ではタクシー業界未経験からタ

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)6時00分～18時15分

時給 土木技術経験者優遇

1,250円～1,500円
又は8時00分～17時00

≪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２７０ー４

2

土木技術者 見積り業務
営業、得意先回り

パート労働者 田中土建　株式会社
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時00分～12時00分

944円～1,000円
又は7時00分～16時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

農業 椎茸栽培
収穫から出荷まで

＊栽培業務は力を使う作業がメインに
なるため男性社員が多く活躍してお
り、出荷業務はパック詰め等細やかな
作業がメインになるため女性社員が多

パート労働者

1/10



【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11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: 055-981-7677 従業員数 5人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 他 宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引

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- 7715021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-983-6770 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7721621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-4291-6612 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7739621 各種保険： 労災 月平均 6時間

     TEL: 080-4291-6612 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 7740021 各種保険： 労災・健康 月平均 6時間

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-68515021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-68520321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-68523121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-68535221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 06-6368-1020 従業員数 83人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 27060-35549221 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-989-0066 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7810921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-987-1550 従業員数 25人

年　　齢: 不問 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 あり

求人番号: 22050- 7966121 各種保険： 労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 149人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 7860121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-973-0882 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 22050- 7862721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市八反畑１２７－１
ベルメゾン２１　２－Ａ
訪問看護ステーションほほえみ

時給 (2)8時30分～12時45分

1,200円～1,500円

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

26

訪問看護ステーショ
ンほほえみ　リハビ
リセラピスト

・訪問看護のリハビリを担当し、在宅
療養者のＡＤＬ、ＱＯＬ向上をはかり
ます。
・ステーション内の看護師ほか多職種
と連携を取り、利用者、家族にとって
より良いケアが提供できるよう計画し
ます。

パート労働者 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給 ５年以上の経験

1,407円～1,887円

静岡県三島市萩１８８

25

看護師 〈看護師の業務として〉
　・病院看護業務
　・診察補助、注射、点滴、カンファ
レンス
　・回復期、慢性期看護
　・入院から在宅までの患者ケア
　・電子カルテ入力

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給 (2)8時30分～12時30分

1,000円～1,000円

静岡県三島市幸原町２－１－３

24

看護助手 整形外科での補助業務を行っていただ
きます
・カルテ運び
・治療用機械の操作（簡易な操作）
・患者さんの誘導、介助
・タオル、シーツ等の洗濯
・診療所内の清掃　等

パート労働者 医療法人社団三島慈生会　渡辺整形外科
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～18時30分

時給 ネイリストに必要な
検定試験950円～1,800円

又は9時45分～17時15

静岡県三島市梅名３９４－１
「スシロー三島梅名店」

23

ネイリスト ネイル業務全般

＊要資格

パート労働者 交替制あり ビューティサロンマーメイド（ビューティマーメイド株式会社）
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時45分～18時15分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～0時00分

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

22

キッチン・ホールス
タッフ（スシロー三
島梅名店　６１２）

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

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

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～980円 (3)11時00分～20時00

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

21

調理補助パート
（請）／三島市

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

※年齢不問　未経験者歓迎


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

時給

944円～944円

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

20

調理補助パート
（請）／三島市

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

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

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

時給

944円～965円

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

19

調理補助パート
（請）／三島市

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

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

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

時給

944円～950円

静岡県三島市日の出町６の３５ヤマダビル２階

18

調理補助パート
（請）／三島市

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

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

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

時給

1,050円～1,200円

静岡県三島市日の出町６の３５ヤマダビル２階

17

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

時給

1,050円～1,200円
又は9時00分～21時00

静岡県三島市寿町３－３９　田代ビル２Ａ

16

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

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

時給 (2)9時00分～16時00分 事務経験

950円～1,100円 (3)9時00分～17時00分

静岡県三島市文教町２－１－３５

15

総務事務（パートタ
イム）　短期

＜総務事務＞

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

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

時給 未経験者歓迎しま
す。1,000円～1,200円

又は9時30分～18時30

14

不動産 管理しているマンションの管理報告書
作成及び空き部屋の部屋の確認清掃。
退去等の立会・清算業務他一般事務

パート労働者 株式会社　ルーム・アシスト
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11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: 055-957-8100 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝 医療事務資格 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- 7841421 各種保険： 労災・その他 月平均 2時間

     TEL: 055-982-0418 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7766021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-999-0123 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030-11237821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55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- 7920521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-999-0123 従業員数 18人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030-11206421 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-977-8686 従業員数 151人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7902821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-977-8686 従業員数 153人

年　　齢: 69歳以下 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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 7903221 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-929-9233 従業員数 14人

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

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

求人番号: 22030-10821021 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-972-3221 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 7954421 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 048-754-5383 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 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: 11080-10041521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14080-15406821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14080-15410921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 058-387-7068 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 21010-37647421 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市三好町４－２３
　せせらぎパーク三好内　極楽湯
三島店

時給 (2)2時30分～5時00分

950円～950円

静岡県三島市平成台４０－１

39

清掃作業員（三島
市）

○天然温泉施設での開店前の浴場清掃

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


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

時給 (2)13時00分～17時00

950円～950円

静岡県三島市平成台４０－１

38

短時間！惣菜の簡単
な盛り付け・パック
詰

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


無期雇用派遣パート 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)12時00分～17時00

時給

950円～950円

静岡県三島市安久４３－２
（請負先事業所名はハローワーク
職業相談窓口にご相談下さい）

37

《急募》短時間！容
器の簡単な洗浄

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

無期雇用派遣パート 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～17時00

時給 (2)8時00分～17時00分

950円～1,100円

静岡県三島市南本町２０－３０

36

食品製造／ベーコン
の包装作業（三島
市）

◎簡単な食品製造の軽作業

　＊ベーコンを真空パック包装にして
箱に詰めていくお仕事です。
　＊積載台車の運搬・原料降し業務



パート労働者 コーエイ・デライト株式会社　営業本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～16時30分

時給

1,030円～1,180円
又は7時00分～20時00

静岡県三島市徳倉１－９－３
シフティーン三島

35

臨時訪問介護ホーム
ヘルパー（三島市社
会福祉協議会）

臨時訪問介護ホームヘルパー（三島市
社会福祉協議会）

１．身体介護に関すること
　食事の介護、排せつの介護、衣類着
脱の介護、身体の清拭・洗髪　通院等
の介護

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　三島市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 (2)10時00分～19時00

1,210円～1,240円 (3)17時00分～9時00分

静岡県三島市梅名５７８番地

34

介護職員（シフ
ティーン三島）

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

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

時給 介護業務の経験があ
れば尚可。1,005円～1,035円

又は8時00分～18時30

静岡県三島市梅名５７８番地

33

介護職員 介護老人保健施設及び近隣通所サービ
ス（３事業所）での、高齢者介護業務
全般です。
入浴介助、食事介助、排泄介助、送迎
補助、レクリエーション等になりま
す。
地域で一番の歴史と経験があり、職員

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

時給 (2)15時15分～17時00 介護業務の経験があ
れば尚可。970円～970円

静岡県三島市徳倉３－１－５１「グループホームひかり」

32

送迎運転手 通所サービス利用者（高齢者）の送迎
及び乗降介助を担当していただきま
す。
送迎車（ハイエース）を運転します。
※朝・夕それぞれ５～６名です。　
送迎範囲は三島市、函南町、清水町地
域です。

パート労働者 社会福祉法人　静和会　介護老人保健施設　梅名の里
雇用期間の定めなし (1)7時15分～9時30分

時給 介護経験

950円～1,180円

静岡県三島市御園５８０

31

介護職員（夜勤専
従）（グループホー
ムひかり）

認知症対応型のグループホームで、１
フロア（ユニット）９名の認知症のご
入居者を介護するお仕事です。
家庭的な雰囲気の中で、ご入居者が出
来ないことを一緒に行うことで日常生
活を支援します。
研修制度も充実しているので、未経験

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

日給

947円～947円

静岡県三島市徳倉３－１－５１
グループホームひかり

30

宿直員（御寿園） 《宿直員の内容として》

・夜間、老人ホーム施設内の見廻り等
になります。
・電話番応対等
・業務の事務連絡の記入
　上記内容に付帯する業務になりま

パート労働者 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)18時15分～7時00分

時給 (2)8時30分～17時00分 介護経験

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

静岡県三島市大場５７５－１

29

介護職員（グループ
ホームひかり）

認知症対応型のグループホームで、１
フロア（ユニット）９名の認知症のご
入居者を介護するお仕事です。
家庭的な雰囲気の中で、ご入居者が出
来ないことを一緒に行うことで日常生
活を支援します。
研修制度も充実しているので、未経験

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

時給

1,350円～2,000円
又は13時45分～18時30

静岡県三島市徳倉三丁目１４－３３

28

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

パート労働者 すぎやま歯科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時40分～12時40分

時給 医療事務経験者（電
子カルテ経験者）1,000円～1,400円

又は8時30分～18時15

27

医療事務およびドク
ターズクラーク

内科・循環器内科における医療事務お
よびドクターズクラーク

○受付業務、電話応対
○会計業務
○レセプト請求業務
○電子カルテの入力等のクラーク業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 高橋内科ハートクリニック
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11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: 054-281-7890 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-30159421 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-991-7007 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 なし

求人番号: 22030-11314121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 7953521 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 000-0000-0000 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7854721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7761421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7762321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7763621 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-22-3222 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: 22110- 3239521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-282-8311 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-29618621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-29686921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-941-7963 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 美容師 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: 22030-10882821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 7871821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形・その他月平均 2時間

     TEL: 0558-76-3228 従業員数 195人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7872221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

その他 (2)12時00分～8時30分

950円～950円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

52

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

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

時給 (2)8時30分～12時00分 他の医療機関や介
護・福祉施設での経
験を持つ方もいます

950円～950円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市寺家１００
　ビンズ・アイ韮山店

51

外来クラーク（医師
事務作業補助者）

◆◇◆　急　募　◆◇◆
診療時間は午前８時３０分から１２
時、午後１３時から１７時で、１人の
クラークが１つまたは２つの診察室を
担当し、医師の診療の補助を行いま
す。診察の前後の診察室の準備・片づ
けを行い、診察後の電子カルテの確認

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

時給 美容師としての経験
１年以上980円～1,300円

又は9時00分～17時00

静岡県伊豆の国市田京１２５８－
４４
介護老人保健施設　安寧の郷

50

美容師・スタイリス
ト（ビンズ・アイ韮
山店）

当社運営する美容室ビンズ・アイ韮山
店において、美容師の業務を担当して
頂きます。
・受付案内・レジ等の接客業務
・カット・カラー・パーマ業務（カ
ラーのみも可）
・その他営業に付随する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ビンズ・アイ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

944円～944円

静岡県伊豆の国市中条２３４－１
介護付き有料老人ホーム　夢無限
にらやま

49

（請）調理補助／伊
豆の国市

入所者様への食事提供にいける調理補
助業務です。
調理の補助・盛付・配膳
食器及び使用した器具の洗浄・消毒
調理室の洗浄など


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時00分

時給

944円～944円

静岡県伊豆の国市古奈４３２　ひらやま伊豆長岡店

48

（請）調理補助／伊
豆の国市

調理補助
盛付：調理したものを盛り付ける
　　　入所様に合った食事形態にフー
ドプロセッサーなどを使い
　　　加工する
差込：盛付した食事を入所様各自のト
レーに差し込む。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～19時30

時給 (2)12時30分～20時00

950円～1,188円 (3)15時00分～20時00

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

47

衣料品販売員（伊豆
長岡店）

○衣料品から日用雑貨まで多くの商品
を取り扱っていて
　楽しく接客販売できる職場です。洋
服が好きな方、お話
　が好きな方、未経験者の方も大歓迎
です。
　スタッフが丁寧に仕事内容を教えま

パート労働者 交替制あり 株式会社　ひらやま
雇用期間の定めなし (1)9時30分～17時00分

時給

950円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

46

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

時給

950円～1,050円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

45

事務スタッフ 観光施設の総務、経理、営業事務などを行います。観光施設ですので土日は他部署への応援業務も行います。パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 調理経験あれば尚可

950円～1,100円

静岡県伊豆の国市寺家４２１－２

44

キッチンスタッフ 山麓のレストラン「伊豆パラディーゾ」の厨房内でイタリアンの調理のお仕事です。パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 (2)8時00分～15時00分

944円～1,000円

静岡県三島市北田町４－４７

43

ミニトマトの栽培管
理及びパック詰め

※業務拡大のため、スタッフを追加募
集いたします。

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


パート労働者 稔園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

月給

946円～946円

静岡県三島市御園５８０　
特別養護老人ホーム　御寿園（み
その）

42

事務員（課税課） パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
１　書類仕分け業務
２　パソコン入力業務
３　各種受付業務

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給 (2)10時00分～13時30

1,000円～1,000円

静岡県沼津市岡宮１３５４－６
エスピトーム沼津支社

41

厨房内盛り付け・洗
浄（特別養護老人
ホーム御寿園）

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

パート労働者 株式会社　ａｇｅ－Ａｇｅ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～13時30分

時給 (2)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円40

警備職員「急募」
（三島市）

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-948-5577 従業員数 26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- 7842321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-5577 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 なし

求人番号: 22050- 7845121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-5577 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7846021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-1641 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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- 7881521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-921-9448 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-11000921 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： 月他 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- 7820021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 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: 22050- 7924921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-98-1011 従業員数 32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- 7937521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     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: 13040-29814922 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-11030521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-11033621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70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- 7789921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 7791821 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

時給 (2)8時30分～17時30分

950円～1,150円
又は7時30分～17時30

静岡県伊豆市湯ケ島９３７番

65

デイサービス介護
パートナー

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

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

時給

1,071円～1,071円
又は17時30分～8時30

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

64

宿直業務（ケアハウ
ス）／伊豆市

＜＜宿直業務（ケアハウス）の内容と
して＞＞

１．宿直室において緊急電話の受理
２．外来者の対応
３．夜間と早朝の施設内１階の巡回
４．駐車場、進入路等の清掃

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

時給

1,400円～1,400円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

63

准看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

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

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

時給

1,500円～1,500円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市湯ヶ島２８２１－４
リブマックスリゾート天城湯ヶ島

62

正看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

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

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

時給 (2)16時00分～22時00

1,200円～1,200円

静岡県伊豆市土肥２８４９－３

61

レストランスタッフ
リゾート天城湯ヶ島
（朝食・夕食）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト天城湯ヶ島」内にあるレストランで
の、朝食・夕食をご提供頂くスタッフ
募集。
＜仕事内容＞
・お客様対応
・食器洗いや片づけ

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

時給

945円～945円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市門野原４００－１

60

旅館作業員 館内の簡単な営繕（出来る範囲での対
応で可）
敷地内の草刈り、刈込み等の外回りの
保守
館内の照明電球、電池等の交換対応
備品の移動、収納対応

パート労働者 株式会社　土肥グランドホテル明治館
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)17時30分～20時30

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市古奈２５５　

長岡総合会館

59

風呂清掃その他係 ◎お風呂の清掃と布団上げ等のお仕事
です。
お風呂清掃は７人体制で必ず慣れたス
タッフと一緒に行い丁寧にお教えしま
す。易しいお仕事ですので未経験者で
も大丈夫です。
また伊豆市在住の６５歳以上の大勢の

パート労働者 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時30分

時給

950円～950円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆の国市長岡６５９
　　ホテルサンバレー伊豆長岡

58

（請）清掃の職業 ＜建物内の日常清掃は下記の通りです
＞
・共用部の日常清掃　トイレ等の清掃

・什器、机、備品、窓などの清掃、灰
皿、ゴミ等の処理　駐車場の清掃

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

時給

944円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆の国市四日町７７２

57

客室清掃員（伊豆の
国市）

ホテルサンバレー伊豆長岡の客室清掃
及び清掃補助を担当して頂きます。
・ベッドメイク、布団上げ、畳、フ
ローリング掃除機掛け、
　クローゼット整頓。
・テーブル、座椅子、脇息等の拭き掃
除。

パート労働者 交替制あり 東海ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし

時給 清掃経験あれば尚可

950円～950円

静岡県伊豆の国市長岡９９９－１

56

（請）日常清掃 韮山文化センター　各階トイレ清掃
ホール等カーペットの掃除機掛けや窓
枠等の雑巾等でのふき取り　他


パート労働者 交替制あり 株式会社　エム・アイ・総合美装
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時45分～17時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

950円～1,000円 (3)10時00分～19時00
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆の国市田京９２９－５

55

介護職（伊豆長岡） 介護付き有料老人ホームの入居者の生
活介護全般
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他生活に関する介助
※入居者定員は７８名です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
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)7時00分～15時30分

950円～1,000円 (3)11時00分～19時30

静岡県伊豆の国市中條２３４－２

54

介護職（おおひと） グループホームで入所者の生活介護全
般を担当していただきます。
（入所者１８名）
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助
・身体介助

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

950円～1,000円 (3)10時00分～19時00
又は7時00分～19時00

53

介護職（にらやま） 介護付き有料老人ホームの入居者の生
活介護全般
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・その他生活に関する介助
※入居者定員は４８名です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16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11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: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7793521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7794421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-11860522 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-11071022 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 12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: 22010-30433621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-68510421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 7861021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-7770 従業員数 13人

年　　齢: 61歳以下 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 なし 准看護師

求人番号: 22050- 7916921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-918-7622 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 7889821 各種保険： 労災 月平均 介護職員基礎研修修了者

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10975421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー１級 就業場所: 

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

求人番号: 22030-10980821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10984321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-10996021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南

時給

1,150円～1,150円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

78

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

77

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,100円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

76

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,150円～1,150円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町畑５２７番地の３１１

75

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

その他

1,500円～1,800円
又は8時00分～17時00

静岡県田方郡函南町大土肥９１－１

74

訪問介護員 ダイヤランド・エメラルドタウン等の要支援１から要介護５迄の介護サービス。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 合同会社ＫＯＭＯＲＥＢＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～12時30分

時給 (2)8時30分～13時30分

1,400円～1,400円

静岡県田方郡函南町間宮８８２－
５　ウエルズ２１アライ１号
訪問看護ステーションかんなみ

73

デイサービスの看護
師

■利用者様の健康パートナー♪
夜勤なし★デイサービスの看護師

高齢者の方の「より快適で自立した生
活」をサポートするフィットネスクラ
ブのような明るい半日型デイ・サービ
ス「レッツ倶楽部かんなみ」の看護師

パート労働者 交替制あり 株式会社アンド・ワークス　ＬＥＴＳ倶楽部かんなみ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～17時30

時給 (2)8時30分～12時45分 臨床経験５年以上、
または相当の臨床経
験

1,407円～1,407円
又は8時30分～16時30

静岡県田方郡函南町平井１６９４
伊豆函南病院
内　当社事業所

72

訪問看護ステーショ
ンかんなみ　看護師

・訪問看護利用者の自宅等へ訪問し
て、保清・排便管理・医療機器　管
理・ターミナルケア、点滴、褥瘡処置
などニーズに沿っておこ　ないます。
・家族等介護への介護指導、食事指
導、服薬管理など、必要に応じ　てお
こないます。

パート労働者 医療法人社団　静岡健生会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

時給 (2)13時00分～19時30

944円～970円

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

71

調理補助パート
（請）／田方郡函南
町

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

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

時給

1,050円～1,550円
又は0時00分～23時59

静岡県伊豆市小立野１００
伊豆赤十字病院　内

70

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町塚本

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

＊危険物、整備士資格取得制度あり
＊社員昇格制度あり

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

時給 (2)11時00分～20時00 調理業務経験

1,500円～1,500円

静岡県伊豆市上白岩１０００
リハビリテーション中伊豆温泉病
院　内

69

［契約］調理スタッ
フ／病院／伊豆市小
立野

・調理
・仕込み
・盛付け
・配膳
・洗浄　等



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)4時30分～13時30分

時給 (2)7時00分～16時00分

1,050円～1,150円 (3)12時00分～21時00

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

68

［契約］調理補助
（洗浄）／病院／伊
豆市上白岩

・主に洗浄業務

・仕込み
・盛付け
・配膳　等

※１２月１日リニューアルオープン

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)7時00分～11時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

1,000円～1,200円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市湯ケ島９３７番

67

介護職員（特養）／
伊豆市

＜＜介護職員（特養）の内容として＞
＞

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

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

時給 (2)8時30分～17時30分

1,000円～1,200円 (3)10時00分～19時0066

介護職員（ケアハウ
ス）／伊豆市

＜＜介護職員（ケアハウス）の内容と
して＞＞

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分
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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11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: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー１級 就業場所: 

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

求人番号: 22030-11003721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030-11007421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-11013221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 7774721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-970-2002 従業員数 19人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 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: 22050- 7779321 各種保険： 労災 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 055-943-7761 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 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 ホームヘルパー２級

求人番号: 22030-10900621 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     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- 2816021 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-36-8817 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 2737721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-29692321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-95-0001 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

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: 22110- 3198921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 67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: 13040-29408722 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 67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: 13040-29415422 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 67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: 13040-29420322 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市八幡野１１０４－５

時給 接客・販売経験

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１１０４－５

91

【パート】売店ス
タッフ／亀の井ホテ
ル　伊豆高原

マイステイズ・ホテル・マネジメント
運営「亀の井ホテル　伊豆高原」内売
店での販売のお仕事です。

■仕事内容
・接客、レジ操作
・陳列棚への商品補充

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30分～22時00分

時給 接客・販売経験

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１１０４－５

90

【パート】レストラ
ンサービス／亀の井
ホテル　伊豆高原

マイステイズ・ホテル・マネジメント
運営「亀の井ホテル　伊豆高原」内レ
ストランでのホールサービスのお仕事
です。

■仕事内容
・お客様のご案内、ご注文対応

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)6時30分～22時00分

時給 接客・販売業務経験

1,000円～1,000円

静岡県伊東市湯川５６９

89

【パート】フロン
ト・予約スタッフ／
亀の井ホテル　伊豆
高原

マイステイズ・ホテル・マネジメント
運営「亀の井ホテル　伊豆高原」での
フロントスタッフのお仕事です。

■仕事内容
・チェックイン、チェックアウト等の
接客業務

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～22時00分

時給 自動車整備の経験

980円～1,030円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市宇佐美２４０５－２
介護老人保健施設のぞみ

88

ガソリンスタンドス
タッフ【伊東シーサ
イド店】

☆未経験の方大歓迎です☆
出勤日数や時間もご相談ください。
まずは、ご来店いただいたお客様への
販売、サービス（給油洗車等）を主に
行っていただきます。
段階的にガソリンスタンド業務全般を
行っていただきます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　クリタ
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時00分～19時30

944円～950円

静岡県伊東市新井２－２－９

87

（請）調理補助　／
伊東市宇佐美

入所者様への食事の調理補助業務です

盛付：調理師および栄養士が調理した
ものを食器に盛り付ける
　　　入所者様に合った食事形態に
フードプロセッサーなどを使い
加工する

パート労働者 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時00分

時給 (2)8時30分～12時00分

950円～1,200円

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

86

事務・電話受付 ○電話応対（注文受けなど）
○伝票パソコン入力
○売上、仕入れ伝票などの記帳
○書類の整理
○郵便物の発送に関する業務、等

◆仕事は丁寧に指導しますのでご安心

パート労働者 交替制あり 有限会社　三浦水産
雇用期間の定めなし (1)8時30分～15時00分

時給

1,000円～1,300円
又は9時15分～18時00

静岡県田方郡函南町柏谷３３０番地８

85

レストランスタッフ
／観光施設／伊豆高
原

◇レストラン・みやげ店・陶芸体験・
そば打ち体験・にぎり寿司体験・アー
ト体験がある体験レジャー施設です。
◇伊豆高原の観光地レストランでの飲
食業です。

＊レストランのホール接客、洗い場、

パート労働者 交替制あり 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

時給 デイサービス、訪問
介護における介護業
務

1,000円～1,300円
又は8時00分～18時00

静岡県田方郡函南町仁田６４３－
１

84

デイサービス　正社
員スタッフ

令和４年１１月頃新規オープン予定の
「通所介護えるなな函南（利
用定員１０名）」の地域密着型デイ
サービスにおいて、次の介護に
係る業務を担当していただきます。
・利用者の日常生活に係る介護に関す
る事

パート労働者 交替制あり 総合在宅介護サービスえるなな（株式会社　レイヤーセブン）
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時00分～19時00 介護業務経験あれば
尚可950円～1,200円 (3)16時00分～9時00分

又は13時00分～18時00

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

83

施設内での介護職員 令和４年４月にオープンした有料老人
ホームのスタッフ募集です。
介護業務全般の仕事です。
・食事・排せつ・オムツ交換・水分補
給・入浴介助・機械浴
・洗濯・掃除・レクリエーション・施
設内の行事・送迎の付き添い

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

時給

950円～1,010円
又は8時00分～13時30

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

82

機能訓練型デイサー
ビス（半日型）

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南

81

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

時給

1,050円～1,050円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南

80

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

時給

1,100円～1,100円79

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～9時00分
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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: 0557-54-2233 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2804321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-3838 従業員数 6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- 2805621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-6111 従業員数 101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- 2806921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-51-6111 従業員数 101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- 2807121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-6111 従業員数 101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- 2808021 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0557-51-6111 従業員数 101人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2809721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 30時間

     TEL: 0557-51-6111 従業員数 101人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 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- 2810521 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0557-51-6111 従業員数 101人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 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- 2811421 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 32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- 2813621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-5166 従業員数 30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- 2819221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-1550 従業員数 30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- 2776121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 19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- 2777021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140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- 2785021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市岡２８１

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市吉田９０１－７５
　伊豆高原温泉　森の泉

104

客室清掃 ○客室内の清掃
（ゴミ集め、掃除機がけ、洗面・浴
室・トイレなど水回りの
　拭き上げ清掃、ベランダ清掃、窓拭
き　等）　
○シーツ交換・ベッドメーキング
○アメニティー用品などの備品のセッ

パート労働者 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時30

時給 人柄や意欲を重視し
た採用を心がけてい
ます！

1,000円～1,200円
又は16時30分～21時30

静岡県伊東市八幡野１０４１

103

ホテルレストランス
タッフ【伊豆高原温
泉　森の泉】

■レストラン業務
・食事処のセット、片付け、
・お料理出し、お飲み物のご提供等


パート労働者 交替制あり 株式会社　女将塾
『伊豆高原温泉　森の泉』　『伊東温泉
久遠』

雇用期間の定めなし

時給 (2)8時00分～17時00分

1,000円～1,200円 (3)15時00分～21時00
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市末広町２番２３号

102

旅館・接客業務　◆
急募◆

旅館業務全般のお仕事です。（客室清
掃業務を除く）
○チェックイン対応

○食事フロアーのサービス及び清掃

○売店業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　花吹雪
雇用期間の定めなし (1)7時00分～12時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市湯川２９５
　伊東温泉　久遠

101

調理係（朝食のみ） 簡単な洋食スタイルの朝食をお客様に
提供する仕事です。
○洋風の献立を立案して料理を作って
いただきます。
（和食の提供はしていません）

○食材の買い物もしていただきます。

パート労働者 株式会社　大東館
雇用期間の定めなし (1)6時00分～11時00分

時給 人柄や意欲を重視し
た採用を心がけてい
ます！

1,000円～1,000円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市大室高原３－４９０

100

ホテルサービスス
タッフ【伊東温泉
久遠】

■フロント業務
・お客様のお出迎え、お見送り
・チェックイン、チェックアウト
・館内説明、周辺観光のご案内
・お電話での予約対応等
■レストラン業務
・食事処のセット、片付け、

パート労働者 交替制あり 株式会社　女将塾
『伊豆高原温泉　森の泉』　『伊東温泉
久遠』

雇用期間の定めなし

時給 (2)15時00分～21時00

1,000円～1,200円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市大室高原３－４９０

99

フロント業務 わんちゃんと一緒宿泊いただけるホテ
ルで働きませんか？
・フロントでチェックイン、チェック
アウト対応
・売店での土産商品等の販売
・館内でのお客様のご案内
・内線、外線の電話応対

パート労働者 交替制あり 株式会社　セラヴィリゾート泉郷
　　伊豆高原リゾート雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)17時00分～21時00

1,100円～1,300円
又は6時30分～21時30

静岡県伊東市大室高原８丁目
別館コンドミニアム

98

レストランサービス ●愛犬と泊まれるリゾートホテル内に
あるレストランでのお仕事で
　す。
　レストランはわんちゃん同伴可能な
環境です。愛犬家歓迎♪
・レストランのセッティング、営業準
備。

パート労働者 交替制あり 株式会社　セラヴィリゾート泉郷
　　伊豆高原リゾート雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～10時30分

時給 (2)22時00分～9時00分 サービス業経験者で
あれば尚可。950円～1,182円

静岡県伊東市大室高原３－４９０

97

夜間施設管理スタッ
フ

愛犬同伴宿泊可能な伊豆高原わんわん
パラダイスコンドミニアムと隣接する
ホテルアンビエント伊豆高原コンドミ
ニアムの夜間施設管理スタッフを募集
します。

＜具体的な仕事内容＞

パート労働者 交替制あり 株式会社　セラヴィリゾート泉郷
　　伊豆高原リゾート雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時00分～8時00分

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,200円
又は6時00分～21時00

伊東市大室高原３－４９０（ホテ
ル・コテージ）
伊東市大室高原８丁目　　（コン
ドミニアム）

96

和食調理補助スタッ
フ

・わんちゃん同伴ホテル内レストラン
にてお客様へ提供するお料理
　の盛り付け
・野菜のカットなど簡単な調理
・調理場の片づけ、清掃　など

●お客様の前に出ることは有りませ

パート労働者 交替制あり 株式会社　セラヴィリゾート泉郷
　　伊豆高原リゾート雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県伊東市大室高原３－４９０

95

ホテル客室クリーン
スタッフ

愛犬同伴宿泊施設等の客室清掃のお仕
事です。
（掃除機をかける、ベッドメーキン
グ、お風呂や台所の清掃
ゴミ集め、備品の補充など）

★当グループは自然豊かな環境の中に

パート労働者 交替制あり 株式会社　セラヴィリゾート泉郷
　　伊豆高原リゾート雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～15時00分

時給 (2)22時00分～9時00分 サービス業経験があ
れば尚可960円～1,200円

静岡県伊東市池８９３－７６

94

ナイトフロントス
タッフ

愛犬同伴宿泊できるリゾートホテル
（客室：５２室）の
ナイトフロント（宿直担当）を募集し
ます。

＜具体的な仕事内容＞
◆夜間の宿泊者からの問い合わせ対応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　セラヴィリゾート泉郷
　　伊豆高原リゾート雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時00分～8時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１０９２－２

93

保養所でのナイトフ
ロント【伊豆高原】

◯夜間及び早朝のフロント対応、巡
回、施錠、開錠など

◯浴室や共有スペースの管理（簡易清
掃、整理整頓等）

◯緊急時の一時対応

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)18時00分～8時00分

時給

1,050円～1,050円92

愛犬と泊まれるリ
ゾートホテル客室清
掃

愛犬と泊まれるリゾートホテルの客室
清掃スタッフ募集です。総客
室数２８室の小さなホテルですが、愛
犬と飼い主様が快適に宿泊で
きるよう、客室はもとより館内の愛犬
向けアミューズメントを清潔
に維持するのが私たちの仕事です。

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)9時30分～15時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和4年11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: 0557-37-3133 従業員数 35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- 2734921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3133 従業員数 35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- 2735121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3133 従業員数 35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- 2736021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2744721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2745821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1311 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 あり

求人番号: 22052- 2768121 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-33-1311 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2770221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1311 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- 2771521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1311 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- 2772421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-32-2853 従業員数 93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: 22110- 3182021 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 35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: 13010-11722922 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-3155 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- 2730521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-87481621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市八幡野１０４１－７
８
ＩＨＩグループ伊豆高原荘

時給 (2)7時30分～15時00分

950円～1,050円 (3)13時00分～20時30

静岡県伊東市八幡野１３５２－７２

117

事務フロント／ＩＨ
Ｉグループ伊豆高原
荘

◎部屋数８室、定員４０名の保養所内での　　　　　　　　　　　　事務フロント業務です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・電話対応、予約受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・お客様対応、精算業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・チェックイン、チェックアウトの対応　　　　　　　　　　　　・簡単なＰＣ操作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・レストランでの配膳、下膳作業パート労働者 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00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～16時00

静岡県伊東市鎌田２８０
淘心庵　米屋（当社施設）

116

接客・清掃 宿泊施設内レストラン業務における調
理補助及び食事の提供
　※調理長の指示の従い作業を行いま
す。未経験の方も歓迎。
○材料の下準備、簡単な調理、盛りつ
け
○出来上がった料理やドリンク類の提

パート労働者 紀国屋観光開発株式会社　マリンゾロ
雇用期間の定めなし (1)11時00分～14時00

時給 (2)16時00分～21時00 接客業経験

1,100円～1,200円

静岡県伊東市八幡野１１７２－２　『ミクニ伊豆高原』

115

淘心庵　米屋／レス
トランスタッフ／伊
東市

当社直営リゾートホテル内での食事処
業務全般

・お客様案内
・配膳、下膳
・その他関連業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

1,300円～1,300円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市富戸１００７－２１

114

レストランサービス
スタッフ【ミクニ伊
豆高原】

○隅研吾氏と三國清三氏がおくるオ
リーブと海の幸、山の幸
　を活かした地中海料理のスマートな
カジュアルレストランです。　おもて
なしの心が光るレストランサービスス
タッフ
　（ウエイター・ウェイトレス）に店

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　伊豆今井浜東急ホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

970円～1,100円
又は18時00分～22時00

静岡県伊東市富戸１００７－２１

113

清掃　洗い場 ○館内清掃
館内共用部分の清掃を行います。

○食器類の洗い場
夕食または朝食での洗い場となりま
す。
食器やグラスの洗浄が中心です。

パート労働者 株式会社　サンザ
『ウブドの森　伊豆高原』雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)16時00分～20時00

1,100円～1,200円

静岡県伊東市富戸１００７－２１

112

調理補助 ●ホテルの調理補助の仕事です
仕込み～切りもの～簡単な盛り付け等
の作業をしていただきます。

※客室数：１８室

【増員募集】

パート労働者 交替制あり 株式会社　サンザ
『ウブドの森　伊豆高原』雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時00分

時給 (2)10時00分～16時00

1,000円～1,100円 (3)18時00分～22時00

静岡県伊東市富戸１００７－２１

111

フロントスタッフ ホテルのフロントでのお仕事です
○ワンちゃんとの接客
○簡単な清掃
○チェックイン・チェックアウト

※客室数：１８室


パート労働者 交替制あり 株式会社　サンザ
『ウブドの森　伊豆高原』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)18時00分～21時00

1,000円～1,100円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

110

レストランスタッフ ホテルのレストランでのお仕事です
○受付、ご案内
○テーブルセッティング
○料理の提供
○グラスなど小物類の洗い物

※客室数：１８室

パート労働者 交替制あり 株式会社　サンザ
『ウブドの森　伊豆高原』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)18時30分～21時00

950円～950円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

109

洗い物 ○洗い場業務全般
　・食器洗浄、主に機械での洗浄で
す。
　・洗い上がった食器を拭き、所定の
位置に片付ける
　・厨房の鍋かまの洗い物（手洗い）
　・米洗い（米研ぎ）

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)7時00分～10時30分

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市猪戸２－３－１

108

盛り付け及び洗い物 ○ホテルのレストランで提供する料理
の盛り付けの仕事です。
　鍋などの調理器具の洗い物の仕事も
あります。

※朝食：バイキング料理
　夕食：コース料理

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)7時00分～11時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市猪戸２－３－１

107

ホテル館内清掃員 ホテル建物共用部の清掃

玄関周り・各階の廊下・大浴場前の湯
上がり処・お手洗いの清掃が主となり
ます。
（大浴場・脱衣場清掃は含まれませ
ん）

パート労働者 交替制あり 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
ラフォーレ倶楽部　伊東温泉　湯の庭雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給 (2)17時00分～22時00

1,050円～1,050円
又は7時00分～22時00

静岡県伊東市猪戸２－３－１

106

レストランサービス
スタッフ

和食レストラン四季彩にて

朝食：ブッフェスタイル
料理の補充・お客様の帰られたテーブ
ルのバッシング他
次の営業の準備


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
ラフォーレ倶楽部　伊東温泉　湯の庭雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

1,000円～1,000円105

ホテル社員食堂調理
人

従業員食堂に関わる業務全般

献立の作成
従業員食堂においての調理・盛り付
け・提供
従業員食堂内の清掃・備品管理


パート労働者 交替制あり 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
ラフォーレ倶楽部　伊東温泉　湯の庭雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14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11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: 03-3354-7811 従業員数 12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: 13080-87526421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 17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: 13080-87578321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020-68637121 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: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2812321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-8841 従業員数 35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- 2798521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-0114 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- 2723421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-35-3022 従業員数 51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： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052- 2773321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0557-35-4165 従業員数 143人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2792921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-0054 従業員数 39人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2721221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-44-2222 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： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22052- 2725621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-6186 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 3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- 2726921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-0011 従業員数 23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- 2739221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-0011 従業員数 23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- 2740621 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県伊東市松原６５７－１９【デイサービス　シリセス】

時給 (2)8時30分～17時30分 調理の実務経験のあ
る方は優遇します。1,000円～1,000円

又は6時30分～18時00

静岡県伊東市松原６５７番１９
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デイサービスでの厨
房補助職員

デイサービス利用者２５名程度分の食
事を作って頂きます。

献立メニューがありますのでメニュー
に沿った調理、盛付、配膳、食器洗浄
等を行います。


パート労働者 交替制あり 株式会社　シリセス
【住宅型有料老人ホーム　帆来村】【デイ
サービス　シリセス】

雇用期間の定めなし (1)6時30分～15時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

1,000円～1,200円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊東市八幡野１２４８－１３
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介護職員 有料老人ホーム「帆来村」、及び併設
するデイサービスでの介護業務全般を
行います。
○日常生活の介助
○入浴介助、トイレ誘導・介助
○食事介助
○レクリエーションなどの支援、等

パート労働者 交替制あり 株式会社　シリセス
【住宅型有料老人ホーム　帆来村】【デイ
サービス　シリセス】

雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

945円～1,400円
又は7時00分～19時00

静岡県伊東市岡１３０７－５
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訪問ヘルパ－ ◎訪問介護業務
ご利用者様のお宅に訪問し、居宅での
身体介護・生活援助を行います。（食
事・入浴・排泄等の介護、調理・掃除
等の援助など）

【訪問地域：伊東市内】

パート労働者 交替制あり 有限会社　伊豆高原ファミリー介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 看護師又は准看護師
の実務経験1,400円～1,800円

静岡県伊東市八幡野１７４１－２６６
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看護師　◆急募◆ デイサービスにおける看護業務
〇バイタルチェツク及び体調管理
〇食事、入浴、排泄等の支援
〇利用者に対する機能訓練

パート労働者 株式会社　ライフケア伊豆
『ライフケア　大山の里』雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

950円～1,000円
又は6時00分～17時30

静岡県伊東市湯川２８８番地９
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厨房内の補助業務
◆急募◆

有料老人ホームに厨房内での簡単な補
助的仕事です。

○お皿を準備する
○料理の簡単な盛り付け
○食器の片付け（食器洗浄機・乾燥機
使用）

パート労働者 株式会社　有楽
『ウェルケア伊豆高原』雇用期間の定めなし (1)6時00分～17時30分

時給

980円～1,020円
又は7時00分～19時00

静岡県伊東市岡１７１－２
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介護福祉士 介護老人保健施設での介護福祉士業務
です。

○ご利用者様への介護全般
（食事のお世話、入浴や排泄の介助、
お部屋や衣類の
　片付けなど）

パート労働者 交替制あり 医療法人　啓仁会
『介護老人保健施設　いとうの杜』雇用期間の定めなし

時給 介護施設での経験あ
れば尚可1,450円～1,650円

又は8時30分～17時30

静岡県伊東市吉田８２４－４　大池小学校　内
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看護師業務 入居者様のお世話や健康管理を行いま
す。
・バイタル計測
・配薬、服薬の指導、薬の管理
・健康相談
・受診の付き添い等


パート労働者 交替制あり 株式会社伊豆の里　介護付有料老人ホーム　　　　　　　　　　　サンリッチ伊東
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 (2)7時30分～13時00分

970円～980円 (3)13時00分～18時30

静岡県伊東市湯川５７１－１９
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学童保育【急募】 放課後や学校休校日に適正な遊び場所
や勉強の場を提供し、子育て支援をし
ます。
○児童と一緒に遊んだり、宿題の確認
○片付け・清掃　等

※利用者数は４０名程度

パート労働者 交替制あり 学童保育　ひまわりクラブ
雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時30

時給 (2)21時00分～1時00分

950円～1,100円

静岡県伊東市富戸１０９０
　伊豆ぐらんぱる公園
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温泉施設（シーサイ
ドスパ）での夜間清
掃業務

温泉施設（シーサイドスパ）での施設
清掃業務全般です。
○脱衣所・浴室内の清掃

○トイレを含む館内全体清掃

●土・日・祝日の何れかに勤務可能な

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）(1)20時00分～0時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県伊東市湯川２８８－９
介護老人保健施設　いとうの杜
内　当社事業所
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サービス業務【伊豆
ぐらんぱる公園】
（夜間）

伊豆ぐらんぱる公園内イルミネーショ
ンでのサービス業務です。

・入園券等の販売、インフォメーショ
ン

・チケットの検札

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)16時00分～22時00

時給

944円～970円

静岡県伊東市広野１－３－１７　しながわ荘
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調理補助パート
（請）／伊東市

福祉施設での食事サービス提供業務。
現地厨房にて、食事の盛り付け、配下
膳、食器の洗いもの、簡単な調理など
をお任せします。洗いものは食洗機を
用いての作業となります。給食の仕事
が初めての方でも大丈夫です。


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

時給

1,062円～1,125円

静岡県伊東市八幡野１０４１－７
８
ＩＨＩグループ伊豆高原荘
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ナイトフロント／し
ながわ荘

◎部屋数１５室、定員７３名の保養施
設でのナイトフロント業務で　す。
・夜間警備
・施設内巡回
・夜間のお客様対応
・施錠、開錠作業
・レストラン内での配膳、下膳作業

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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)18時30分～8時30分

時給

1,062円～1,125円118

ナイトフロント／Ｉ
ＨＩグループ伊豆高
原荘

◎部屋数８室、定員４０名の保養所内での　　　　　　　　　　　　ナイトフロント業務です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間警備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・施設内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間のお客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・施錠、解錠作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・レストランでの配膳、下膳作業パート労働者 変形（1ヶ月単位） 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)18時00分～9時00分
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