
【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12月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-977-1443 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 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 あり

求人番号: 22050- 8590721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-977-1336 従業員数 16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 なし

求人番号: 22050- 8853921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 22030-12308821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0875-83-3050 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: 37040- 6256021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 11人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22010-32763721 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-32766521 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-962-2902 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-11946921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-988-2655 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8601621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-2118 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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 簿記実務検定３級

求人番号: 22050- 8658421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-2118 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝他 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 簿記実務検定３級

求人番号: 22050- 8659321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-975-1636 従業員数 8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： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 8816221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし その他のサービス関係資格

求人番号: 22050- 8625421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-0600 従業員数 28人

年　　齢: 18歳～64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- 8627621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市徳倉１１９５番地　ゆうだい温泉

時給 (2)16時30分～21時00

950円～1,200円
又は16時30分～0時30

静岡県三島市徳倉１１９５番地　ゆうだい温泉

13

館内管理・清掃 ・館内の見回りチェック
・館内の片づけ、清掃
・リネン作業
・その他　雑務など

パート労働者 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)21時00分～0時30分

時給 (2)16時00分～22時00 接客経験のある方。
レストラン勤務の経
験のある方。身体を

980円～1,250円
又は8時00分～23時59

静岡県三島市東本町２－１－１０１

12

レストラン業務・
ホール業務

温浴施設内のレストラン、休憩スペー
スにて、
〇レストラン業務全般
　キッチン内作業・ホール作業
〇ホール館内サービス作業
　・接客サービス
　・ドリンク提供

パート労働者 交替制あり 湯郷　三島温泉
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給 クリーニング工場勤
務経験の方、選考時
優遇

1,000円～1,300円
又は8時30分～16時00

静岡県三島市北田町　３－５１

11

クリーニング仕上げ
スタッフ（短時間も
可）

クリーニング工場内でのアイロン仕上
げと洗濯作業等をしていただきます。

洗濯後の洋服をアイロンで仕上げプレ
スをしていただきます。
クリーニング品の洗濯前の検品と仕分
けをしていただきます。

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 パソコン（エクセ
ル・ワード等）操作
確定申告指導の経験

950円～1,000円
又は9時00分～17時00

静岡県三島市北田町　３－５１

10

事務一般 ・パソコン操作（エクセル・ワード）
・電話・来客者の応対　・銀行への入
出金業務
・各種共済の受付業務
・青色申告専用ソフト操作
（当会は、青色申告をしている個人事
業主の方々の税の相談や

パート労働者 三島税務署管内青色申告会
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 パソコン（エクセ
ル・ワード等）操作
確定申告指導経験が

950円～950円
又は9時00分～17時00

静岡県三島市梅名５７８

9

事務一般 ・パソコン操作（エクセル・ワード）
・電話・来客者の応対
・青色申告専用ソフト操作
（当会は、青色申告をしている個人事
業主の方々の税の相談や
　申告のお手伝いをしています。）
・申告データの入力と送信作業

パート労働者 三島税務署管内青色申告会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時00分

時給 (2)8時00分～13時00分

944円～1,100円

静岡県三島市本町７番２６号
静岡中央銀行　三島支店

8

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

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

時給

980円～980円
又は9時00分～17時00

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

7

銀行内部事務（三島
支店／後方事務・窓
口事務）

当行「三島支店」の預金関係窓口にお
ける下記銀行業務を行っていただきま
す。
＊伝票の起票
＊専用端末を使用した事務処理
＊各種資料の整理
＊お客様の応対　等

パート労働者 株式会社　静岡中央銀行　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

970円～970円
又は9時00分～18時00

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

6

送迎ドライバー／三
島市

・高齢者の送り迎え（自宅からデイ
サービス施設）
・日報の記入

＊未経験者歓迎！

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 デイサービス経験、
夜勤業務経験者優遇1,000円～1,050円

静岡県三島市玉川９－１
ルート１三島ＳＳ

5

介護職員（夜間宿
直）　／　三島市

サガミシードの運営するデイサービス
での夜勤職員です。
お泊りデイ利用者（最大５名まで）の
夜間見守り、介助等

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実

パート労働者 変形（1ヶ月単位） サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～8時00分

時給

1,050円～1,050円
又は0時00分～23時59

静岡県三島市本町１４－１７
ＩＴＴＯ個別指導学院三島本町校

4

ＳＳサービススタッ
フ（ルート１三島Ｓ
Ｓ）

＊ご来店頂いたお客様の乗用車・ト
ラックを誘導して、
　給油、窓拭き、お会計等をして頂き
ます。
＊施設の清掃、会員カードお勧めや洗
車・ピット作業補助
　などもして頂きます。

パート労働者 株式会社　吉田石油店
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 三島生コン株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 塾講師経験のある方
（学生時代のアルバ
イトも可）

1,123円～1,542円
又は16時00分～22時00

静岡県三島市長伏１７８－１

3

個別指導塾講師（Ｉ
ＴＴＯ個別指導学院
三島本町校）

「ＩＴＴＯ個別指導学院三島本町校」
での、小・中・高校生の生徒たちに、
１対１～１対３の個別授業をお願いし
ます。
＊科目は国語・英語・算数（数学）・
社会・理科のいずれか
＊教室長の補助

パート労働者 株式会社　静翔運輸
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 事務経験

944円～1,000円
又は8時00分～17時30

≪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

静岡県三島市安久９８

2

一般事務 　　　　＜＜一般事務の業務内容とし
て＞＞

・パソコン（専用ソフト）を使用し、
　伝票（納品書、請求書等）入力
・電話対応
・来客対応

パート労働者 変形（1年単位） テック大洋工業　株式会社　静岡事業所
雇用期間の定めなし

時給

1,400円～1,500円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

生コンミキサー車運
転員

・生コンクリートミキサー車による運
搬・荷降ろし（三島市内が中　心）

パート労働者
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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12月6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: 055-981-1296 従業員数 1人

年　　齢: 20歳以上 休　　日： 木 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8819321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 163人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8677921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-973-0882 従業員数 163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- 8679021 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 163人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 理学療法士 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: 22050- 8775021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 助産師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8829921 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-976-0341 従業員数 29人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8831821 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 050-3145-1236 従業員数 22人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 8808821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-251-0770 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-32606021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 16人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13040-42389122 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-32888421 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 055-999-0123 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030-12097921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-12104021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 22030-12105721 各種保険： 労災 月平均 

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

時給

1,400円～1,400円
又は7時00分～19時00

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

26

准看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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

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

時給

1,500円～1,500円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市加茂川町３－３２「グループホームかもがわ」

25

正看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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

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

時給 (2)10時30分～19時00 介護経験

950円～1,180円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市栄町１０－１４　遠
藤ビル１Ｆ
アサヒサンクリーン株式会社　三
島事業所

24

介護職員（グループ
ホームかもがわ）

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
入居者様を支援するお仕事です。
家庭的な雰囲気の中で、ご入居者様が
できないことを一緒に行う事で、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

1,615円～1,615円

静岡県三島市加茂川町３８７９－
４　
「あんしんホーム三島」「ケス
テーションあさひ三島」

23

訪問入浴看護職員／
三島事業所（三島
市）

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

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

時給 介護施設での事務経
験ある方歓迎944円～944円

静岡県三島市南本町１５－３５
　三島レディースクリニック

22

事務スタッフ（三
島）≪急募≫

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
・電話対応、パソコン操作、小口現金
管理、書類作成、接客、買い出し　等

パート労働者 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,500円～1,800円
又は8時30分～13時00

静岡県三島市谷田５７０－１

21

外来看護師／三島市 ○不妊治療・婦人科における患者様の
治療の説明やご相談
○不妊治療中に行う注射・与薬の看護
業務
○採卵・移植の介助

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　幸のめばえ
雇用期間の定めなし

時給 看護師　准看護師

2,000円～2,100円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市寿町２－２６

20

看護師、准看護師 クリニックにおける小児科もしくは整形外科の看護師業務となります。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～17時30分

時給 (2)16時30分～9時00分 看護師経験
実務経験が３年以上
あれば、産婦人科未

1,500円～1,600円

静岡県三島市寿町２－２６

19

看護師 産婦人科医療の看護業務
・外来、入院患者様のバイタルチェッ
ク、採血及び各付帯業務
・分娩室、手術室での介助業務
・新生児ケア

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 (2)16時30分～9時00分 助産師経験

1,900円～2,000円

静岡県三島市八反畑１２０－７

18

助産師 産婦人科医療の助産師業務
・外来、入院患者様のバイタルチェッ
ク、採血及び各付帯業務
・分娩介助
・保健指導（母親学級・母乳外来等）
・新生児ケア

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　桃璃会　　安達産婦人科クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 (2)8時30分～12時30分

1,200円～1,920円

静岡県三島市八反畑１２０－７
三島共立病院

17

理学療法士 　＜理学療法士の業務として＞
　・入院リハビリテーション
　・訪問リハビリテーション
　・電子カルテ操作
　　上記内容に付帯する業務

　※ＯＪＴ有り

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～16時30分

964円～1,364円 (3)13時00分～21時00

静岡県三島市八反畑１２０－７

16

看護助手（病棟） 〈看護助手の業務として〉
　入院患者様の看護補助業務を担当し
ていただきます。
・看護補助業務（おむつ交換等）
・環境整備（シーツ交換等）
・食事準備（配膳・下膳等）
　上記内容に付帯する業務

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)6時45分～14時45分

時給 医療機関の勤務経験
あれば尚可。945円～1,445円

静岡県三島市本町９－２１

15

外来医事 ＜外来医事の業務として＞
　・受付対応
　・会計
　・医事コンピューター入力（専用ソ
フト）
　・一般事務（電話対応、文書作成な
ど）

パート労働者 交替制あり 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～13時00分

時給

1,000円～1,200円
又は19時00分～1時00

14

カラオケ・イベント
バー　スタッフ

接客　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カクテル作り、お酒の提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　テーブルセッティング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料理運び等雑用パート労働者 ぐらＢａｒ’ｓ
雇用期間の定めなし
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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: 055-988-3535 従業員数 51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- 8578421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-3535 従業員数 51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- 8579321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3766 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8582721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3766 従業員数 30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: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 社会福祉士

求人番号: 22050- 8583821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-7788 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8632521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 8784021 各種保険： 労災 月平均 介護支援専門員（ケアマネージャー）

     TEL: 055-977-6200 従業員数 55人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 8785721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8792021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 8793721 各種保険： 労災 月平均 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-971-8211 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8797421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 5時間

     TEL: 055-921-9448 従業員数 9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: 22030-12222321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-921-7779 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-11970121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-3139-4286 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-32860821 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市玉川２４７－１
スターバックスコーヒー三島玉川
店

時給 (2)14時00分～22時00

1,250円～1,250円 (3)15時00分～23時00

静岡県三島市一番町１７－１
　株式会社東急ホテルパートナー
ズ内
　　富士山三島東急ホテル

39

（請）交通誘導警備
員（未経験者歓迎）
／三島市

契約先駐車場内で交通誘導警備をして
いただきます。
（安全確保・歩行者誘導など）　※シ
ニアの方歓迎
・未経験の方にも研修がありますので
安心して応募してください。
　お気軽にお問い合わせください。

パート労働者 共栄セキュリティ－サービス株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～21時00

時給 客室清掃（ベットメ
イク）経験1,150円～1,150円

静岡県三島市谷田１１１１
国立遺伝学研究所

38

ホテル客室清掃整備
（三島市）

当社請負先ホテルの客室清掃業務を担
当して頂きます。
・客室業務の点検
・責任者補助
・室内全面（水廻り等）の拭き清掃及
び整備
・ベッドメイキング

パート労働者 株式会社マツザキ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～16時00分

時給 (2)8時30分～8時29分 警備業務に１年間従
事していること944円～1,000円

静岡県三島市幸原町１－１３－１９

37

警備員（三島市） 当社請負先「国立遺伝学研究所」の庁
舎・敷地巡回警備を行っていただきま
す。
・出入口の開閉
・各室の鍵の授受
・侵入者及び不審者の監視、報告、制
止または阻止

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東海ビル保善　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)17時00分～8時30分

時給

950円～950円
又は7時00分～18時30

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

36

農産物直売所接客 レジ打ち、品出し等 パート労働者 交替制あり 富士伊豆農業協同組合　三島函南地区本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 介護実務経験３年以
上優遇1,130円～1,400円

又は8時00分～20時00

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

35

介護職員（訪問看護
等移動支援）

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

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 相談業務を経験して
いること（相談業務
３年以上の経験者優

950円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市御園５８０

34

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

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

時給 看護師の実務経験

1,500円～2,000円

静岡県三島市御園５８０

33

看護師、准看護師
（御寿園）

介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の利用者に対し、日常の看護及び保健衛生に関する業務パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 介護の実務経験

1,000円～1,200円
又は7時00分～18時30

静岡県三島市中田町５５１

32

介護職（御寿園） 介護老人福祉施設８６名、短期入所生活介護事業１０名の介護（食事、入浴、排泄の介助他）。パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　大乗会　特別養護老人ホーム　御寿園
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

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

950円～1,000円 (3)10時00分～14時00

静岡県三島市玉沢９０番地

31

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

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

時給 (2)10時00分～19時00 介護経験があれば資
格は問いませんがあ
れば尚可

1,050円～1,200円

静岡県三島市玉沢９０番地

30

介護職員 日常生活介助・身体介助の実施　要支
援１から要介護３程度
　入浴介助
　食事介助
　排泄介助
　レクリエーション企画実施
　着替え等の補助

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　伊豆社会福祉事業会　玉沢昭寿園
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)13時00分～19時00 調理員

945円～1,000円
又は8時00分～10時30

静岡県三島市徳倉２０８－１

29

調理員 一般のお年寄り及び介護サービスを必
要とする方々への食事の提供
調理の経験のある方、無い方を問わな
い

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　伊豆社会福祉事業会　玉沢昭寿園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～13時00分

時給

950円～950円

静岡県三島市徳倉２０８－１

28

老人介護施設の清掃
員

【老人施設における清掃全般】
・館内廊下等の掃除機およびモップ掛
け
・お風呂浴槽および脱衣場の清掃
・敷地周辺の掃き掃除、ゴミ捨て　等

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　福思会「ふるさとの丘」
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給

944円～970円
又は8時00分～17時00

27

デイサービス等の送
迎および介護補助

・施設利用者の送迎（ハイエース・軽
自動車の運転含む）。
・デイサービス利用者（ショートステ
イ、入所者も一部含み）の
　移動の付き添い介助等。
・送迎範囲は、三島市・長泉町方面

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　福思会「ふるさとの丘」
雇用期間の定めなし (1)8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12月6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: 055-975-3111 従業員数 6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- 8844621 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 臨床心理士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 公認心理師

求人番号: 22050- 8845921 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 言語聴覚士 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- 8848721 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 12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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8850421 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8805121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-944-1780 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: 22050- 8835321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-947-0583 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 フォークリフト運転
技能者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8840221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-957-5811 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 大型自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22030-12077521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-76-3459 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8596621 各種保険： 労災・その他 月平均 

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8852621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46955421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46958921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46959121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

52

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／大仁ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

960円～1,050円
又は20時00分～9時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

51

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／大仁
ホテル

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

50

ホテルのフロント・
予約スタッフ／大仁
ホテル

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

時給 (2)19時00分～22時00

950円～1,000円

静岡県伊豆の国市田京２７０－１

49

洗い場スタッフ ・お客様が使用した食器の洗いもの、
片付け
・お食事処の片付けの手伝い
・その他
　
　最大４名で１００食

パート労働者 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給 病院においての検体
検査実務経験者1,250円～1,300円

又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市寺家２３５
静岡県立韮山高等学校

48

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

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

時給 (2)15時00分～16時00 バス運転手経験者

1,100円～1,300円 (3)16時00分～17時00

静岡県伊豆の国市北江間１５２３

47

スクールバスドライ
バー

当社請負先において、下記の業務を担
当していただきます。
・マイクロバスにて登下校の送迎
・送迎先：伊豆の国市から函南町内
・その他、付帯する作業
＊就業日は相談可です。

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

時給

950円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県伊豆の国市奈古谷２２１３－４３５

46

金属表面研磨加工 研磨済み完成品の防錆油塗布、梱包や
研磨作業者の補助。

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

日給 防水、シーリング工
事経験あれば尚可。
未経験でも丁寧に指

1,571円～2,142円

静岡県三島市富田町６番１号（南小学校）

45

防水シーリング工事
業

建設現場にて、主にシーリング工事を行います。協力し合い楽しんで働ける職場を目指しています。経験が無い方や自信がなくても大丈夫です。丁寧に指導致します。男女問わず歓迎します。パート労働者 広成建工
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 学校給食又は大規模
調理の経験1,013円～1,013円

又は8時00分～16時40

静岡県三島市谷田２７１－１
三島市児童発達支援事業所にこパ
ル

44

学校給食調理員（学
校教育課）

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）

給食調理、食器洗浄など学校給食に係
る業務

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）

月給 ・保育または福祉現
場で実務経験のある
方

1,078円～1,078円

静岡県三島市谷田２７１－１
三島市発達支援センター

43

療育指導員（発達支
援課）

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）

・就学前の心身の発達に配慮が必要な
児童を対象とした教室の運営
・室内庶務

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)8時30分～16時30分

月給 ・発達障がい児支援
等の経験
・言語検査の経験

1,192円～1,192円

静岡県三島市谷田２７１－１
三島市発達支援センター

42

言語聴覚士（発達支
援課）

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　三島市発達支援センターの相談児
の保護者の指導・助言、言語検査の実
施
２　関係各課・医療との連携

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)8時30分～17時15分

月給 発達障がい児支援等
の経験
発達検査の経験（Ｋ

1,215円～1,215円

静岡県三島市徳倉４丁目１番４５号（徳倉小学校）

41

臨床心理士（発達支
援課）

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　三島市発達支援センターの相談児
の保護者の指導・助言、心理検査の実
施
２　市内幼稚園・保育園への訪問によ

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)8時30分～17時15分

時給 学校給食又は大規模
調理の経験1,013円～1,013円

又は8時00分～16時40

40

学校給食調理員（学
校教育課）

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）

給食調理、食器洗浄など学校給食に係
る業務

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）
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 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: 13090-46960821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46962521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46964321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-46968021 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47388721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47389821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47390421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47391321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47392621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47394121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47396721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-47397821 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46585921 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

時給 (2)16時00分～21時00

960円～1,050円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

65

ホテルの調理補助ス
タッフ／大仁ホテル

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

64

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

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

時給 (2)16時30分～20時00

960円～1,050円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

63

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時30分

時給 (2)15時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,300円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

62

ホテルの調理スタッ
フ／伊豆長岡金城館

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

960円～1,050円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

61

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～10時00分

時給

980円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

60

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

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

時給 (2)16時30分～22時00

1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

59

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊豆長岡金城館

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

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

時給

950円～1,050円
又は20時00分～9時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

58

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊豆
長岡金城館

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

57

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊豆
長岡金城館

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

56

ホテルの施設管理ス
タッフ／大仁ホテル

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

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

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,300円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

55

ホテルの調理スタッ
フ／大仁ホテル

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

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

時給 (2)18時00分～22時00

960円～1,050円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

54

ホテルの洗い場ス
タッフ／大仁ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

980円～1,050円
又は9時00分～15時00

53

ホテルの客室清掃ス
タッフ／大仁ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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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12月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 055-948-3040 従業員数 103人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8790921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0558-77-1511 従業員数 11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： なし 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 8595321 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 055-949-2188 従業員数 27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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8827321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-940-0015 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 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- 8858221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 精神保健福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 13040-42405922 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 介護福祉士

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 13040-42406522 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 03-6435-6116 従業員数 23人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 13040-42407622 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 8638021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6136 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8640521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-940-2411 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8663821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-969-0225 従業員数 17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: 22030-12337921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8635621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 8人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 土日祝他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8636921 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市寺家１８２－７

時給

945円～980円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆の国市中條２５２

78

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

パート労働者 就労支援事業所　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし

日給

1,250円～1,250円

静岡県伊豆の国市韮山多田６１０
－１
児童発達支援センター「きらら
か」

77

軽度障害者グループ
ホームの夜間専門員

軽度精神・知的障害者向グループホー
ムの夜間専門員
（業務内容）
・施設及び居室の見回り、その他の支
援。

※身体介助はありません

パート労働者 グループホーム　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給 保育士・児童指導員
の資格、経験
資格無い方はご相談

1,160円～1,160円

静岡県伊豆の国市原木７３３－２

76

保育士 児童発達支援センター「きららか」に
て療育サービス補助業務になります。
片付けから療育補助までお願いしま
す。

パート労働者 社会福祉法人　輝望会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～15時00分

時給

950円～1,010円

静岡県伊豆の国市原木７４５－６

75

介護職員【デイサー
ビス】

【デイサービス、ル・ソレイユ函南事
業所の求人です】

◆デイサービスにおける介護業務（食
事、入浴、排泄、レクリエーション
等）をしていただきます。


パート労働者 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)8時10分～17時10分

時給

960円～1,200円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

74

デイサービス介護職
員

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

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

時給

960円～1,160円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

73

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

時給

1,044円～1,125円

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

72

≪急募！！≫日勤の
み介護スタッフ・
パート／伊豆の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄・入浴・食事等）○
巡回、コール対応
○介護記録等
＊未経験からスタートした方も多数活
躍中！

パート労働者 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,044円～1,125円 (3)16時30分～9時30分

静岡県伊豆の国市長岡１０１１－
６
「ふるさとホーム伊豆の国」「ケ
アステーションあさひ伊豆の国」

71

＜急募＞介護スタッ
フ・パート／伊豆の
国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス
○身体介護（排泄・入浴・食事等）○
巡回、コール対応
○介護記録等
＊未経験からスタートした方も多数活
躍中！

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)7時30分～16時30分

時給 現場経験

1,180円～1,180円

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

70

＜＜急募！！＞＞生
活相談員・パート／
伊豆の国

○サービス付き高齢者向け住宅及びデ
イサービス。
○生活相談員として、ご利用者様の
日々の生活相談業務。
○各記録、書類作成
○身体介護（排泄・入浴・食事等）
○ご家族やケアマネージャーとの対応

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ヴァティー
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

960円～1,160円
又は7時00分～17時30

静岡県伊豆の国市韮山山木６６４－６

69

訪問介護職員 有料老人ホーム併設の訪問介護事業所
介護職員の募集です。
（仕事内容）
・入居者の身体介護（入浴・排泄・食
事他）
・入居者の生活支援（掃除・洗濯他）
・記録作成

パート労働者 交替制あり 株式会社　大静　
ヘルパーステーションひなたぼっこ韮山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

1,100円～1,200円
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆の国市田京３６

68

保育士 ０～５歳児の保育、担任の補助業務。 パート労働者 社会福祉法人ちとせ会　韮山保育園
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 看護経験

1,800円～1,800円

静岡県伊豆の国市長岡６５９

67

診療所看護師又は准
看護師

＊診療所の外来看護業務をしていただ
きます。
　内科・消化器内科・循環器内科での
看護業務。
＊市の地域特定健診業務もあります。

パート労働者 医療法人社団順生会　つちやクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～12時00分

時給

1,200円～1,300円
又は7時00分～17時30

66

送迎バス運転手 ホテルサンバレー伊豆長岡の送迎バス
運転手のお仕事です。
・大型バス及びシャトルバスによるお
客様送迎
・三島駅、伊豆長岡駅と本館や別館の
間を送迎

パート労働者 交替制あり 株式会社　ホテルサンバレー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時30分～22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12月6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: 050-3733-3443 従業員数 45人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 33080- 7656821 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 055-939-8501 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木祝他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030-12182421 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-948-1411 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8843321 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 047-367-5445 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 12080-21978421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-87-1626 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8588621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 054-282-8311 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-33120021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-689-3648 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: 22010-32367721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-933-0470 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-12321021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47353021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47355821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47356221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47359321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47362721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

時給 (2)18時00分～21時00

960円～1,050円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

91

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～10時00分

時給

1,000円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

90

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

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

時給 (2)16時30分～21時00

1,050円～1,200円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

89

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル土肥

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

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

時給

960円～1,050円
又は20時00分～9時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

88

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル土肥

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

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

時給

1,050円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市冷川１５２３－１０
８
中伊豆リハビリテーションセン
ター

87

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル土肥

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

時給

950円～950円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９－４１
社会福祉法人　愛誠会　特別養護
老人ホーム　天城の杜　

86

入院セットのレンタ
ルスタッフ（中伊豆
リハビリテーショ
ン）

当社請負先「中伊豆リハビリテーショ
ンセンター内」において、未経験から
始められる医療関連のお仕事です。
・患者様が入院中に使用する「入院
着」に関する業務
・入院着類の申込み、説明、受付、レ
ンタル品のお届け、在庫管理

パート労働者 交替制あり ワタキューセイモア　株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給

1,000円～1,000円
又は11時00分～20時00

静岡県伊豆市冷川１５２３－１０
８
農協共済　中伊豆リハビリテー
ションセンター

85

（請）老人介護施設
内給食調理・調理補
助／伊豆市

老人介護施設内にて、１日３食の施設
給食の調理及び提供を行います。
主な作業内容としては調理・調理補
助・盛り付け・洗い場などがありま
す。
全ての時間を２名以上での業務となり
ます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　Ｍ．Ａ．Ｃ
雇用期間の定めなし (1)5時00分～11時00分

時給

944円～960円

静岡県伊豆市上船原１４００－１

84

（請）調理補助　／
伊豆市冷川

病院での食事提供における調理の補助

盛付：調理師および栄養士が調理した
ものを食器に盛り付ける
配膳：食事がのった配膳車を３階、４
階のフロアまで持っていく
下膳：食べ終わった食器を配膳車で下

パート労働者 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～20時00

時給

984円～1,200円
又は8時25分～17時30

静岡県伊豆市市山５５０番地
伊豆工場

83

部品の検査 マグネシウムダイカストメーカーとし
て、自動車・カメラ等の部品の外観検
査。
（０．１～０．２ｍｍの部品欠陥を目
視にて判定する検査もあります。）

パート労働者 株式会社ＳＴＧ　静岡工場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時25分～17時30分

時給 食品工場勤務経験

944円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡３４０－１
会計課

82

製造スタッフ【伊豆
工場】

◇伊豆工場でのラスク製造業務です。
　・生地の仕込み
　・成形
　・オーブン（焼き上げ）
　・味付け
　・梱包


パート労働者 交替制あり 株式会社グランバー
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

946円～952円
又は10時15分～17時15

静岡県伊豆の国市長岡１４０７

81

事務補助員 各課から回付された伝票の整理、窓口での納付・納入金の収納受付パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

2,000円～2,500円

自宅を拠点とした訪問介護業務
主な担当エリア：伊豆の国市、富
士市、三島市、沼津市、及び周辺
地域

80

プレス作業補助 自動車製品のプレス作業補助
・材料交換、脱着
・その他プレスに付随した作業

社員オペレーターと４人以上のグルー
プで行います。
材料はアルミ板です。

パート労働者 株式会社　ＢＲＩＣＳ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)16時45分～1時30分

時給 (2)22時00分～7時00分 介護職経験者優遇
＊未経験者の方も、
応募歓迎します。

1,200円～1,200円79

訪問介護（雇用型）
／静岡（伊豆の国、
富士、三島、沼津）

難病や事故等によって、身体に重度の
障害をお持ちの方のご自宅へ訪問して
頂き、日常生活のサポートをして頂き
ます。
・食事の介助　　　　　　・就寝中の
見守り
・家事の援助　　　　　　・定時の排

パート労働者 株式会社　土屋
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47364221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47365521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-47366421 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47368621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5830-1025 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8814721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13200-18663821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-3210 従業員数 171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- 8761521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 8824221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5427-3172 従業員数 14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: 13040-43244122 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-476-770 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: 39010-26532621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-689-3648 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: 22010-32369221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3293-1581 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-21588122 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-943-7701 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 8817521 各種保険： 労災 月平均 

静岡県田方郡函南町仁田１５８－１

時給 (2)13時00分～16時30

1,300円～1,800円
又は8時30分～16時30

静岡県田方郡函南町平井１６９０
－１３
伊豆平和病院　はあと保育室

104

訪問看護師 平成３０年７月より開設した訪問看護
ステーションです。
令和２年１１月に函南町へ移転致しま
した。
エリアは函南町、伊豆の国市、伊豆
市、三島市、清水町、沼津市となりま
す。

パート労働者 看護師（正看護師・
准看護師）免許必須

株式会社メディケアイースト
さくら訪問看護リハビリステーション雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時30分

時給 (2)12時00分～17時30 保育経験または子育
て経験あれば尚可944円～960円

又は8時00分～17時30

静岡県田方郡函南町仁田２８４－
５
社会福祉法人　函要会　
特別養護老人ホーム函南・ぶなの

103

非常勤保育士又は保
育補助（伊豆平和病
院内）／静岡県函南
町

病院内の保育室で、職員のお子さまを
預かる保育全般のお仕事です。

定員１０名の小規模な保育室です。
アットホームな雰囲気でお仕事ができ
ます。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　日本デイケアセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時00分

時給

950円～1,000円
又は11時00分～20時00

静岡県田方郡函南町塚本８４－１　【４２３９】

102

（請）老人介護施設
内給食調理・調理補
助／函南町

老人介護施設内にて、１日３食の施設
給食の調理及び提供を行います。
主な作業内容としては調理・調理補
助・盛り付け・洗い場などがありま
す。

全ての時間を２名以上での業務となり

パート労働者 交替制あり 株式会社　Ｍ．Ａ．Ｃ
雇用期間の定めなし (1)5時00分～13時00分

時給 (2)15時00分～19時00

950円～950円
又は10時00分～19時00

静岡県伊豆市姫之湯５８４－１
ブランシエール友だち村

101

販売スタッフ（カメ
ラのキタムラ函南／
函南店）

★全国展開しているカメラのキタムラ
でのお仕事です★
未経験者大歓迎！

はじめは写真プリントのご案内・受付
業務など簡単なお仕事から
スタート！

パート労働者 （株）キタムラ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時00分～17時00

時給

980円～980円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

100

調理スタッフ【週２
日～◎資格経験不
問】／伊豆市修善寺
駅

～長谷工グループの有料老人ホーム
ブランシエール友だち村　調理スタッ
フ（パート）
●お元気な高齢者への食事提供業務●
・献立に基づく調理業務（５～１０食
程度）
（調理、盛りつけ、配膳、洗浄、清掃

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

時給 (2)15時30分～17時30

1,000円～1,000円
又は7時30分～16時30

静岡県伊豆市瓜生野１２３

99

送迎ドライバー（デ
イサービス）／伊豆
市

＜＜送迎ドライバー（デイサービス）
の内容として＞＞

デイサービスセンター天城の杜にて
利用者様の送迎を行っていただきま
す。
（伊豆市内、ワンボックスタイプ等使

パート労働者 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)7時30分～9時30分

時給 和・洋の裁縫知識・
経験がある事。950円～1,100円

又は8時00分～17時00

静岡県伊豆市熊坂１２５５－７０
６
ニチイホーム修善寺　シダックス
店

98

工場作業員（ミシン
によるクリーニング
品の補正・補修）

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

時給 (2)14時30分～20時30

950円～1,050円

静岡県伊豆市土肥２８４－２

97

調理補助／伊豆市熊
坂

盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

★土日祝出られる方歓迎★

〈食数〉朝：１００食　昼：１１０食
夕：１００食

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

時給

1,100円～1,300円
又は4時30分～8時00分

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

96

温泉旅館フロント接
客係（チェックイ
ン・アウト手続き）

★チェックイン・アウトのご案内
★領収書の清算等
★電話対応
★その他のフロント業務

パート労働者 坂聖・玉樟園株式会社
雇用期間の定めなし (1)19時00分～23時30

時給

960円～1,050円
又は11時00分～15時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

95

【急募】大浴場清掃
／伊東園ホテル土肥

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

94

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

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

時給 (2)15時30分～20時00

960円～1,050円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

93

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

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

時給 (2)15時30分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,300円92

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル土
肥

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分
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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12月6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: 22030-11936321 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030-12085521 各種保険： 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- 8662721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 39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- 3158221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 34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- 3160321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9365 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3129921 各種保険： 雇用・労災 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- 3148721 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3149821 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3150421 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3151321 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5311 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3152621 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-45-3927 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22052- 3168521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-932-8960 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-12176621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市川奈一本松１２５９－５２

時給

950円～950円
又は7時30分～17時00

静岡県伊東市玖須美元和田７２０－６７

117

配送（伊東営業所） 学校・病院・施設・スーパー・小売
店・事業所へのヤクルト商品の納品と
集金業務、その他付随する業務を担当
していただきます。
＊軽自動車（マニュアル車）使用

パート労働者 東静岡ヤクルト販売　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

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

116

食料品等卸売販売
【短期アルバイト】

食料品等卸売関係全般の短期アルバイ
トです。

・商品の荷造りの手伝い
・伝票入力
・配達の助手等を行います。（運転業
務も含みます）

パート労働者 有限会社平岡物産
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)7時30分～17時00分

時給

1,100円～1,400円
又は9時15分～18時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

115

【冬季アルバイト】
アート体験インスト
ラクター／観光施設

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

＊キャンドル・オルゴール・ガラス

パート労働者 交替制あり 有限会社　ハッピー
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）

時給

1,100円～1,400円
又は9時15分～18時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

114

【冬季アルバイト】
陶芸体験インストラ
クター補助／観光施
設

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

＊陶芸体験制作指導補助、アシスト、

パート労働者 交替制あり 有限会社　ハッピー
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）

時給

1,100円～1,400円
又は9時15分～18時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

113

【冬季アルバイト】
レストランスタッフ
／観光施設

◇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
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）

時給

1,000円～1,300円
又は9時15分～18時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

112

アート体験インスト
ラクター／観光施設
／伊豆高原

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

＊キャンドル・オルゴール・ガラス

パート労働者 交替制あり 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,300円
又は9時15分～18時00

〒４１４－００１３
静岡県伊東市桜木町２丁目１２―
１８

111

陶芸体験インストラ
クター／観光施設／
伊豆高原

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

＊陶芸体験制作指導、アシスト、接客

パート労働者 交替制あり 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

時給 事務業務経験

1,000円～1,000円
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市竹の内１丁目５－１
４
【東急ハーヴェストクラブ伊東】

110

事務職 一般事務業務
〇主にパソコンへの入力操作業務を行
なっていただきます。
　電話対応・来客対応
　集金等の外出業務あり

★勤務日数・時間については相談可能

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　藤興産　伊豆東営業所
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

静岡県伊東市赤沢字浮山１６３－
１
【赤沢温泉ホテル】

109

ホテル客室清掃【伊
東】年末年始アルバ
イト

ホテル客室清掃
○掃除機をかける
○ベッドメイク
○洗面・トイレや風呂などの水回りの
清掃や拭き上げ
○アメニティ用品等の備品の補充
○使用済みのリネンやゴミの回収　等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急ハウジング
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)10時00分～14時30

時給

1,100円～1,100円

静岡県函南町間宮７６０－１

108

ホテル客室清掃【赤
沢】年末年始アルバ
イト

ホテル客室清掃
○掃除機をかける
○ベッドメイク
○トイレや風呂などの水まわりの拭き
上げ
○ホテルアメニティ用品等の備品の補
充　等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急ハウジング
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)10時00分～15時00

時給 (2)16時00分～17時00

1,000円～1,200円

静岡県田方郡　函南町間宮７３４
－３
ル・グランガーデン函南　他

107

デイサービス事業に
おける送迎運転手

介護デイサービス事業所における、利用者の自宅から事業所までの送迎運転手業務。パート労働者 株式会社　それいゆ
雇用期間の定めなし (1)8時20分～9時20分

時給

1,050円～1,050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

106

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 医療機関での医療事
務経験950円～1,000円105

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
　・保険証及び公費受給者証の確認

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
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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12月6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: 0557-55-2200 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3142421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-37-4647 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3052221 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3464 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3048621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 090-1771-0118 従業員数 3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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3047321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 047-712-7740 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: 12020-11705121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 3170921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3171121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3141521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100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- 3155021 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100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- 3156721 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100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- 3157821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100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- 3167221 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47267721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

時給

1,000円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

130

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル松川館

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

129

洗い場 和食・洋食の食器洗浄
（食器をつけ置きして手洗いをしま
す。その後洗浄機にて再び洗いま
す。）
収納・整理等

※客室２２７室　最大収容数７００名

パート労働者 交替制あり 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)7時30分～22時00分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

128

大浴場の受付及び清
掃業務

●大浴場の受付対応（５：３０～１
０：００）
◎定期的に脱衣所の除菌の為、入室す
ることもあります。

●大浴場と脱衣所の清掃（１０：００
～１４：３０）

パート労働者 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)5時30分～14時30分

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～17時00

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

127

ホテル客室清掃およ
びパブリック（共用
部分）の清掃

【未経験の方大歓迎】
会員制ホテルの客室及びパブリック
（共用部分）の清掃業務


●客室清掃
　ベッドメイク、掃除機がけ、冷蔵庫

パート労働者 交替制あり 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)10時00分～15時00

時給

1,000円～1,300円

静岡県伊東市岡２０３

126

レストランスタッフ ホテルのレストランにおける接客業務
を担当して頂きます。
〇料理や飲み物の提供。接客対応
〇テーブル等のセッティング・準備・
片付け
※朝食は主に和食お膳出し
　夕食は主にブッフェまたは洋食の

パート労働者 交替制あり 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)7時00分～22時00分

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

125

案内係 旅館に到着されたお客様をお部屋に案
内するお仕事です。

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

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

時給 (2)17時00分～21時00

1,200円～1,200円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

124

レストランの接客係 レストランにて食事の提供

○ホテル内レストランにおいて、朝食
と夕食の提供をする
　仕事です。

※朝食：バイキング料理

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１０８６－６６

123

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

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

時給 (2)12時00分～21時00

950円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市音無町１－３８　　サンキュービル２Ｆ

122

接客及び清掃／伊東
市八幡野

宿泊施設内での、接客及び電話対応、客室の清掃及び共用部清掃を行っていただく。パート労働者 交替制あり ＷＥＨＯＭＥ合同会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 ＳＮＳの仕組みを理
解し、動画の作成や
編集の経験やスキー

1,100円～1,400円
又は9時30分～18時30

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

121

新媒体ＳＮＳ運営 当社の商品やサービスを各ＳＮＳを介
して、告知、宣伝、管理を行って頂き
ます。
新媒体を熟知していて、投稿や編集、
ショット動画の作成から、投稿とコメ
ントの対応まで一連の業務
新媒体＝インスタグラム、フェイス

パート労働者 ブリサスインタナショナル合同会社
雇用期間の定めなし

時給 (2)9時00分～12時00分

1,000円～1,100円 (3)13時00分～18時00

本店　　：静岡県伊東市猪戸１丁
目５－３２
湯川工場：静岡県伊東市湯川２丁
目１１－１３

120

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

○下取り車及び中古車両の内外部の清
掃・洗車を担当していただきます。車

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

時給

950円～1,000円
又は7時00分～15時00

静岡県伊東市八幡野１１８０－１８

119

パンの製造（見習い
可）【本店及び湯川
工場】

本店及び湯川工場におけるパン製造の
仕事です。

初めはパンの成型や仕上げの補助を覚
えていただきます。
徐々に、仕込みから窯の作業を行って
いただきます。

パート労働者 株式会社　山茶花
雇用期間の定めなし (1)7時00分～15時00分

時給

950円～1,000円
又は9時00分～20時00

118

ホール係 〇ホール業務
・ご来店されたお客様に挨拶し各席へ
案内します。
・ドリンクや味噌汁など注文に応じて
配膳します。
・お食事が終わったお客様のお皿を数
えて伝票に記入します。

パート労働者 交替制あり 伊豆の回転寿司　花まる銀彩　伊豆高原店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47271921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47275821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47281021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47286421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47291821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47295321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-47299021 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47301621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-2309 従業員数 100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- 3079521 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5590 従業員数 14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- 3088521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-5590 従業員数 14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- 3089421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-1170 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 8人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3091121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-1170 従業員数 3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: 22052- 3093721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県伊東市八幡野１７４１

日給

1,250円～1,250円

静岡県伊東市八幡野１７４１

143

ナイトフロント補助
業務

●旅館におけるナイトフロント補助業
務
２１時から翌朝８時までの間で３時間
の休憩を含み、
実働８時間の労働を基本としていま
す。


パート労働者 交替制あり 株式会社　坐漁荘
雇用期間の定めなし (1)21時00分～8時00分

時給 (2)10時00分～18時00 清掃業務の経験があ
る方優遇1,100円～1,500円

又は10時00分～17時00

静岡県伊東市八幡野１３５５－１７

142

客室・浴場の清掃業
務全般

○客室の清掃業務
○大浴場の清掃業務

◆個人の業務負担をなるべく抑えるた
め、人員に余裕を持った清掃業務を実
現したく募集いたしました。
◆伊豆高原駅までの送迎があります。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　坐漁荘
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時30

時給

1,100円～1,400円

静岡県伊東市八幡野１３５５－１７

141

清掃 館内の清掃業務全般を受けもっていた
だきます。
○露天風呂
○トイレ
○共用部分（玄関内外、階段）
○駐車場、等
※全８室　　全収容人数：２０人

パート労働者 伊豆高原の隠れ宿　Ｓｙｕｈａｒｉ
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時30

時給 (2)14時30分～20時30 旅館等での接客経験

1,100円～1,400円 (3)13時00分～20時30

静岡県伊東市富戸字先原１３１７－５２４３

140

旅館業務全般（客室
業務等）　◆急募◆

客室業務など宿泊業務全般
○チェックイン時のお出迎え
○お部屋案内
○その他説明
○懐石料理の配膳（お部屋だし）・布
団敷き等
○パソコン入力（専用ソフトへの入力

パート労働者 交替制あり 伊豆高原の隠れ宿　Ｓｙｕｈａｒｉ
雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時30分

時給 (2)16時30分～21時00

1,000円～1,300円
又は7時30分～21時30

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

139

レストランスタッフ ホテルのレストランにおける接客業務
を担当して頂きます。
〇料理や飲み物の提供。接客対応
〇テーブル等のセッティング・準備・
片付け
※朝食は主に和食お膳出し
　夕食は主にブッフェまたは洋食の

パート労働者 交替制あり 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)7時30分～10時00分

時給

980円～1,300円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

138

ホテルの総務経理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

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

時給

1,000円～1,400円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

137

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

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

時給 (2)17時00分～20時00

980円～1,200円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

136

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)15時30分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,050円～1,400円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

135

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル松
川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)19時00分～22時00

1,000円～1,100円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

134

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～11時00分

時給

1,000円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

133

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

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

時給 (2)16時00分～21時30

1,000円～1,300円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

132

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル松川
館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給

1,000円～1,300円
又は20時00分～9時00

131

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル松川館

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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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12月6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: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 20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- 3099621 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- 3100521 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- 3101421 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- 3102321 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: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3103621 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 なし

求人番号: 22052- 3122721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46312221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46341621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46351121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46363221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46369121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46377121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46386021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

時給 (2)16時30分～20時30

980円～1,200円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

156

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時00分

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,050円～1,400円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

155

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

1,000円～1,100円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

154

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時00分

時給

1,000円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

153

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

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

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

時給 (2)16時30分～21時30

1,000円～1,300円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

152

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル

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

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

時給 (2)21時00分～1時00分

1,000円～1,300円
又は1時00分～9時00分

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

151

【急募】ホテルのナ
イトフロントスタッ
フ／伊東園ホテル

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時00分～9時00分

時給 (2)11時00分～18時00

1,000円～1,300円
又は13時00分～21時00

伊東市大室高原８丁目（コンドミ
ニアムホテル）

150

【急募】ホテルのフ
ロント・予約スタッ
フ／伊東園ホテル

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

1,050円～1,100円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

149

大浴場クリーンス
タッフ

●コンドミニアムホテル内の大浴場３
カ所（浴室・更衣室など）
　の清掃を担当していただきます。

●未経験の方も熟練スタッフが丁寧に
指導いたします。


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)17時00分～21時00

1,500円～1,500円

静岡県伊東市岡１３９１

148

レストランでのホー
ル係【年末年始アル
バイト】

★年末年始アルバイト　時給１５００
円

レストランにて食事の提供

○ホテル内レストランにおいて、朝食
と夕食の提供をする

パート労働者 交替制あり 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給 調理経験

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

147

従業員食堂【ハトヤ
ホテル】

従業員食堂の賄い関係となります（昼
食・夕食準備）

☆調理、食材管理、仕入管理、食堂内
の掃除等

※４０～５０食程度の調理となりま

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～14時00分

時給 (2)18時00分～22時00

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

146

ホールスタッフ（夕
～夜）【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)16時30分～22時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

145

ホールスタッフ
（朝）【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～12時00分

時給

1,000円～1,180円144

ホール・バースタッ
フ【ホテルサンハト
ヤ】

「ホテルサンハトヤ」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)18時00分～0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12月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-46396221 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46409821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46472121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46474721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46478421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46488621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46492221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46494421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46498121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-46503121 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46506821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46790821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-52-0010 従業員数 9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- 3042721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市八幡野１２６５－９
大室高原６－６５０
【別邸　石の家】

時給

1,050円～1,200円

静岡県下田市武ガ浜６－１２
（下田伊東園ホテルはな岬）

169

客室清掃 ○チェックアウト後の客室清掃
○清掃客室の点検・保全
○備品・在庫などの整理・発注
○その他、ご経験に応じて幅広くご活
躍いただけます。

★経験者優遇。未経験も歓迎★

パート労働者 交替制あり 有限会社　花彩亭
【お宿うち山】（ほか【別邸　石の家】
【かえで庵】【花彩亭】）

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時30

時給

980円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

168

ホテルの客室清掃ス
タッフ／下田伊東園
ホテルはな岬

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

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

時給

980円～1,300円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

167

車両スタッフ／伊東
園ホテル別館

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

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

時給

1,000円～1,400円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

166

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

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

時給 (2)15時30分～21時00

980円～1,200円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

165

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

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

時給 (2)15時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,050円～1,400円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

164

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル別
館

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

1,000円～1,100円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

163

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

1,000円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊藤園ホテル別館）

162

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

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

時給 (2)16時00分～22時30

1,000円～1,300円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

161

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル別館

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

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

時給

1,000円～1,300円
又は20時00分～9時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

160

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル別館

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務などのフロント業務全
般

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

時給

1,000円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

159

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル別館

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

時給

970円～1,200円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

158

ホテルの総務経理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

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

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

時給

1,000円～1,400円
又は8時00分～21時00

157

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-99466321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-99470821 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: 13080-99472521 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: 13080-99473421 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-99476921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-1247 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 3051821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-44-1387 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3075021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0424-89-8914 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13200-18665521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-0017 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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: 22052- 3054421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-0017 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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: 22052- 3056621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-920-6095 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22030-12344621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-44-5777 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3143321 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-44-5777 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 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- 3144621 各種保険： 労災 月平均 1時間

又は11時00分～17時00

静岡県伊東市川奈１４３９－１

182

レストラン＆カフェ
のホールスタッフ

ステンドグラス美術館に併設している
イタリアンレストラン、カフェにて料
理の提供、片づけ等の飲食全般の業務
になります。

本格的なイタリア料理を学びながら、
レストランやカフェという雰囲気の違

パート労働者 交替制あり 伊豆高原ミッシェルガーデンコート
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

時給 調理、調理補助

1,000円～1,500円
又は9時30分～17時00

静岡県伊東市荻４４６－７
　ニチイケアセンター伊東かどの

181

レストラン＆カフェ
のキッチンスタッフ

ステンドグラス美術館に併設している
イタリアンレストラン、カフェにて料
理の提供、調理、調理補助業務になり
ます。

本格的なイタリア料理を学びながら、
レストランやカフェという雰囲気の違

パート労働者 交替制あり 伊豆高原ミッシェルガーデンコート
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

静岡県伊東市川奈１４３９－１

時給

950円～1,500円

時給 (2)8時30分～14時30分 集団給食経験

948円～1,000円 (3)12時30分～19時30

静岡県伊東市八幡野１１８９－７４　３階【美容室Ｍｓ’】

180

調理補助（ニチイケ
アセンター伊東かど
の）

当社受託先事業所「ニチイケアセン
ター伊東かどの」において、下記の業
務を担当していただきます。
（各５０食程度）
・盛付
・配膳、下膳
・食器の洗浄、片付け

パート労働者 日本ゼネラルフ－ド株式会社　静岡支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～10時30分

時給

1,000円～1,300円
又は9時00分～19時00

静岡県伊東市八幡野１１８９－７４　３階【美容室Ｍｓ’】

179

１，０００円カット
スタッフ　【美容室
Ｍｓ’】

●１，０００円カットでの業務全般を
行います。

　ヘアーカット・シャンプーのみの対
応となります。

その他付随する業務として、来客者の

パート労働者 交替制あり 美容室　Ｍｓ’（エムズ）
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,300円
又は9時00分～19時00

静岡県伊東市荻７７２－１
特養奥野苑　シダックス店

178

美容師【美容室Ｍ
ｓ’】

●ヘアーカット、カラー、シャンプー
など美容師業務全般を行います。

その他付随する業務として、来客者の
受付・接客対応、電話応対、レジ業
務、清掃等の雑務も行います。


パート労働者 交替制あり 美容室　Ｍｓ’（エムズ）
雇用期間の定めなし

時給 (2)15時30分～19時00

944円～944円

静岡県伊東市十足６１４ー２０４
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調理補助／伊東市荻 盛付・提供・食器の洗浄
食器洗浄機への投入出業務など

★土日祝出られる方歓迎★

〈食数〉朝６０食、昼１２０食、夕７
０食

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

時給 (2)18時00分～22時00

1,100円～1,500円

静岡県伊東市富戸８３７【ぼら納
屋】
　　　伊東市富戸８４２【灯台売
店】
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ホールスタッフ【急
募】

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

○お客様のお席へのご案内
○オーダー受け

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

時給

980円～1,000円

静岡県伊東市広野１－３－１７
しながわ荘
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食事処の接客・売店
での販売

地魚料理のお店【食事処　ぼら納屋】
における接客業務
※主に和定食を提供します。席数：最
大で９０名ほど
○席へのご案内
○注文を取り料理を提供、片付け
○レジ対応

パート労働者 城ヶ崎観光開発　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給 (2)16時00分～20時30

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時30

静岡県伊東市広野１－３－１７　しながわ荘
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〔短期〕レストラン
サービス／しながわ
荘

◎客室１５室、７３名収容の保養施設
でのレストランサービス
・お料理やドリンクの配膳、下膳。
・レストラン内のお客様対応
・食器洗浄

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ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)16時30分～20時30

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時30

静岡県伊東市広野１－３－１７　しながわ荘
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〔短期〕洗浄業務兼
調理補助／しながわ
荘

◎客室１５室、７３名収容の保養施設
での洗浄業務及び調理補助業務です。
・調理器具や食器等の洗浄作業
・盛付け等の補助作業
・厨房内の清掃作業、衛生管理

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ヶ月未満）(1)7時00分～10時30分

時給

1,000円～1,200円

静岡県伊東市八幡野１０４１ー７
８
ＩＨＩグループ伊豆高原荘
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〔短期〕清掃／しな
がわ荘

◎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す。

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ヶ月未満）(1)9時30分～15時00分

時給 (2)16時30分～20時30

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時30

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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〔短期〕調理補助／
ＩＨＩグループ伊豆
高原荘

◎部屋数８室、定員４０名収容の保養
所での調理補助業務です。
・盛り付け等の補助業務
・調理器具、食器等の洗浄作業
・厨房内の清掃作業、衛生管理

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ヶ月未満）(1)7時00分～10時30分

時給

1,200円～1,400円170

〔短期〕ナイトフロ
ント／ＩＨＩグルー
プ伊豆高原荘

◎部屋数８室、４０名収容の保養所で
のナイトフロント業務です。・夜間警
備
・館内巡回
・夜間のお客様対応
・施錠、開錠作業
・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ヶ月未満）(1)18時00分～9時00分
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