
【熱海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: 0557-47-0028 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2995821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2111 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日他 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- 8226921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-82-8171 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8193321 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8023921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 37人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8026721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-0541 従業員数 37人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8564921 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-0541 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8549121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6632-7005 従業員数 3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: 13010-13973722 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2192 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8458321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-274-0859 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 19010-22833321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0463-78-4902 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 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: 14110- 4672721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-62-1237 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14070- 5368521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 一級建築士

求人番号: 13080-90732421 各種保険： 雇用・労災 月平均 二級建築士

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

時給 リフォーム経験等

1,250円～1,450円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市中央町１２－３０
「ハンディホームセンター熱海
店」

13

リフォームプラン
ナーサポート／パー
ト／熱海

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１－１５
有限会社　今木薬局　熱海店

12

販売スタッフ（ハン
ディホームセンター
熱海店）

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


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

時給 (2)14時00分～17時30

2,100円～3,000円
又は9時00分～18時30

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

11

薬剤師（パート）
【熱海店】

※処方せんに基づく保険調剤及び医薬
品の販売。
＊週１日からの勤務も可です。＊午前
中のみ午後のみでも可です。
＊前職給与考慮の上、優遇致します。
＊未経験の方も、一から丁寧に指導し
ます。

パート労働者 大学（薬学部）卒以
上

有限会社　今木薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

944円～944円
又は8時15分～17時00

静岡県熱海市田原本町１１－１

10

販売スタッフ／熱海
病院内売店

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

パート労働者 株式会社　文教
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 接客販売、店長の経
験があれば優遇いた
します。

1,100円～1,300円
又は9時30分～18時30

静岡県熱海市桃山町３－３４
当社「熱海桃悠門」

9

接客販売　　　★☆
急　募・事業拡大の
為☆★

食品メーカー直営店での接客販売。
地元客や観光客に愛される、熱海で唯
一の漬物店です！
商品知識や接客スキルなど、各々のス
タッフが自分の仕事を極め、
活き活きと能力を発揮できる職場で
す！そのため、勤続年数が長い

パート労働者 交替制あり 株式会社　岸商店
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

時給

1,000円～1,050円

静岡県熱海市東海岸町６－５３

8

軽作業（清掃）／熱
海市

保養所敷地内での草取り、駐車場の清
掃等
保養所玄関清掃、窓清掃、風呂清掃
果樹園の収穫（年２回程度）


＊保養所管理人がおりますので、初め

パート労働者 東テク　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給 清掃経験があれば尚
良い1,200円～1,200円

静岡県熱海市東海岸町６－５３

7

ホテル　客室清掃 ホテルの客室清掃です。
チェックアウト後のお部屋のお掃除と
次にお泊りいただくお客様の準備をす
るお仕事です。

パート労働者 株式会社　富士急マリンリゾート
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 ホテル業務経験、調
理（補助）経験1,200円～1,200円

又は6時00分～21時00

静岡県熱海市桜木町７－６

6

調理補助 ホテル内のレストラン厨房での仕事で
す。
朝食・夕食のお料理の準備、盛り付
け、食材の切り出しを行って宿泊者へ
のお食事を用意する仕事です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　富士急マリンリゾート
雇用期間の定めなし

時給 ２種免許証

950円～1,200円

静岡県熱海市昭和町２０－５

5

定時制タクシー乗務
員

お迎え先より目的地までお客様を安全
と安心で送届ける仕事です

地元のお客様と観光客様の送迎になり
ます


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

時給

944円～944円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市東海岸町７－１７

4

タクシー乗務員（定
時制）

＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

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

変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆中
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 紙製品製造に伴う、
機器の取り扱い経験
者

950円～1,200円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市渚町１７－４

3

紙製品製造 ボール箱製作の為、紙の断裁・罫線入
れ・組立作業を行う。
また、貼り箱製作の為、紙を巻く糊付
け機（ステッチャー機）の
調整作業を行う。また、関連する紙貼
り機・断裁機の調整も
行って頂きます。

パート労働者 株式会社セト
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分

時給 キーボードでのＰＣ
入力1,100円～1,100円

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

静岡県熱海市田原本町１１－１
熱海駅ビル「ラスカ熱海」３Ｆ
　伊豆中　ばんばん食堂　熱海店

2

一般事務 ＰＣでの伝票入力、帳票作成、見積り
作成（ワード・エクセル・会計ソフト
使用）等、
ＰＣ関連雑務

電話対応、接客対応、その他雑務

パート労働者 株式会社沼田
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分

時給 (2)17時00分～21時30

1,000円～1,200円
又は9時00分～21時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

和食飲食店での調
理・調理補助業務

熱海駅ビル「ラスカ熱海」３Ｆの和食
の食事処
『伊豆中　ばんばん食堂　熱海店』で
の接客業務です。
お店は熱海駅ビル内ですので、観光で
お越しのお客様や近隣にお住
まいのお客様など様々です。

パート労働者
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和4年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: 0557-37-5180 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2877221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-30935622 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-30938222 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-30944022 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6756-0186 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 木金土 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13070-78313721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6756-0186 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木金他 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: 13070-78315221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-80-2305 従業員数 126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- 8433921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 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: 13080-93828821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20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: 13080-91644321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46525421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46528921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46530821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46532521 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

時給

950円～950円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

26

ホテルの客室清掃ス
タッフ／熱海金城館

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

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

時給 (2)15時00分～23時00

1,100円～1,500円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

25

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／熱海金城館

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

24

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／熱海
金城館

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

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

23

ホテルのフロント・
予約スタッフ／熱海
金城館

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

時給 (2)21時00分～9時00分 ・同業種、接客経験
者歓迎1,100円～1,200円

又は19時00分～9時00

静岡県熱海市小嵐町１５－９
レクトーレ熱海小嵐（当社運営）

22

ホテル夜勤フロント
／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海
』のフロント業務を中心にお任せしま
す。
■主な業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)19時00分～7時00分

時給

1,200円～1,250円
又は8時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山８２４－５

21

ホテル館内スタッフ
／熱海市小嵐町

「レクトーレ熱海小嵐」にて館内ス
タッフをお任せします。
・予約管理
・チェックイン・チェックアウト対応
・電話対応
・お客様のご案内
・研修施設の設営（椅子や机の並び替

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時00分～17時00分

1,000円～1,000円 (3)13時00分～22時00
又は17時00分～22時00

静岡県熱海市林ガ丘町４－１

20

ホテル売店スタッフ リゾートホテルの売店で土産品を販売
する業務です。
　・お客様への商品販売対応
　・商品代のレジ操作
　・宅急便発送受付

パート労働者 交替制あり 東急リゾーツ＆ステイ株式会社
ハーヴェストクラブ熱海伊豆山雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時45分～12時45分

時給 (2)12時00分～16時00

1,080円～1,080円

静岡県熱海市清水町３－２３

19

通勤マンション管理
員／熱海市林ガ丘町
／週４日勤務

未経験者大歓迎　　※マンション管理
員の業務※
１．受付窓口業務（居住者・来訪者対
応、各種届出書の受付管理）
２．巡回・点検業務（建物・共用設備
等の点検、照明管球交換等）
３．立会業務（ごみ集積、共用設備等

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

時給

1,080円～1,080円

静岡県熱海市渚町１４－１２
当社　熱海シーフロント

18

通勤マンション管理
員／熱海市／週４日
１５：００まで勤務

未経験者大歓迎　　※マンション管理
員の業務※
１．清掃業務（建物内・外、温泉施設
／浴室・脱衣所等、
　　ごみ置場の整理・清掃、植栽管理
等）
２．巡回・点検業務（建物・共用設備

パート労働者 株式会社東急コミュニティー　人事部アメニティーメイト採用課
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市渚町２２－８
リブマックスリゾート熱海ＯＣＥ
ＡＮ

17

パーキングスタッフ
（熱海シーフロン
ト）

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

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

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市渚町１４－１２
リブマックスリゾート熱海シーフ
ロント

16

フロントスタッフ
（熱海Ｏｃｅａｎ）

「リブマックスリゾート熱海ＯＣＥＡ
Ｎ」のフロントの簡単な対応と接客の
お仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内や問い合わせ対応
未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市内（網代～西熱海）
または伊東市内の当社管理貸別荘

15

フロントスタッフ
（熱海シーフロン
ト）

「リブマックスリゾート熱海シーフロ
ント」のフロントの簡単な対応と接客
のお仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内や問い合わせ対応
未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,300円14

貸別荘の管理及び清
掃員【熱海／伊東】

当社が管理する熱海・伊東市内の各施
設（貸別荘）の管理及び清掃業務を行
います。
○貸別荘の管理や接客
　チェックインの接客、建物の簡単な
修繕、等
○建物内の清掃

パート労働者 株式会社　ステージヴィラ　事業本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00
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【熱海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 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46542321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46547721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46550621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-46552121 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46709221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46711921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46719321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46722721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46726421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46730721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-46735321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-46737921 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 0557-82-1717 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8643621 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

39

施設営繕係 ラグジュアリーホテルの施設営繕係 パート労働者 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～15時00分

時給

1,000円～1,600円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

38

ホテルの施設管理ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

時給 (2)16時00分～20時00

950円～1,050円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

37

ホテルの調理補助ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

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

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

36

ホテルの調理スタッ
フ／熱海ニューフジ
ヤホテル

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

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

時給 (2)18時00分～22時00

950円～1,000円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

35

ホテルの洗い場ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

時給

950円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

34

ホテルの客室清掃ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

時給 (2)16時30分～21時00

1,100円～1,500円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

33

バイキングレストラ
ンスタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

32

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

31

ホテルのフロント・
予約スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

時給

1,200円～1,500円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

30

ホテルの施設管理ス
タッフ／熱海金城館

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

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

時給 (2)15時00分～22時00

950円～950円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

29

ホテルの調理補助ス
タッフ／熱海金城館

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

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

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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

28

ホテルの調理スタッ
フ／熱海金城館

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

950円～950円27

ホテルの洗い場ス
タッフ／熱海金城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時00分
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【熱海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: 0557-82-1717 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8647721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-1717 従業員数 40人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8649221 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-6112 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8668621 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-6112 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8669921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8714321 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8723621 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97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- 8724921 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8729221 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-55-7520 従業員数 97人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8755321 各種保険： 労災 月平均 0時間

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8768721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8769821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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- 8800521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8801421 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県熱海市水口町２－１３－１

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市水口町２－１３－１

52

ホテルナイトフロン
ト係

＜リゾートホテル　ナイトフロント業
務内容につきまして＞
＊宿泊予約カードの事務作業
＊館内夜間清掃業務
＊宿泊ゲストの車両確認
＊お客様のご要望に合わせたデリバ
リー業務

パート労働者 交替制あり 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)22時00分～7時00分

時給

1,050円～1,050円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市和田浜南町５－８

51

調理補助者 ＜リゾートホテルの調理業務＞
・調理工程表に基づいた盛り付け
・包丁等調理器具を使用した調理業務
・調理場清掃業務
・レストラン仕込み業務
・食品衛生に関する業務
ビュッフェ及び和食レストランでの仕

パート労働者 交替制あり 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円
又は18時00分～20時00

静岡県熱海市和田浜南町５－８

50

客室内務 客室布団上げ　風呂清掃
布団敷　部屋清掃補助　ごみ捨て

パート労働者 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山２６９

49

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

パート労働者 変形（1年単位） サンミ倶楽部株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

1,030円～1,030円
又は10時30分～22時00

静岡県熱海市水口町１１番４８号

48

清掃スタッフ　勤務
時間を選べます４ｈ
～ＯＫ

日中は、客室の清掃が中心です。　　　　　　　　　　　　　　　夕方以降は館内清掃業務以外にも、大浴場備品補充や簡易清掃、客室ユーティリティボックスのチェック、翌日の客室清掃の準備などをお任せいたします。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし

時給 飲食サービス経験者
歓迎1,030円～1,030円

静岡県熱海市伊豆山２６９

47

朝食レストランサー
ビス（ふふ熱海）

この地の食材や、季節の食材を「ふふ
熱海」ならではの味わいに仕立て、す
べて一から手作りで調理をしたお料理
を提供いたします。
ラグジュアリーホテルの接客サービス
スキルや和食のマナーが身につきま
す。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)17時00分～22時00 飲食サービス経験が
ある方1,030円～1,030円

静岡県熱海市伊豆山２６９

46

レストランサービス
スタッフ（ＡＴＡＭ
Ｉせかいえ）

ハイクラスリゾートホテルのレストラ
ンホールサービスのお仕事です。

地産地消にこだわり、地元でとれた新
鮮な食材を使用し、日本の豊かな食材
を贈り物のようにお届けするお食事。
すべて手作りで調理をしたお料理を提

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時00分

時給

1,030円～1,030円

静岡県熱海市水口町１１番４８号

45

宿泊施設の客室清掃
（ＡＴＡＭＩせかい
え）

ハウスキーピングのチームで客室や館内の清掃や備品の入れ込みを担当します。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)10時30分～15時00

時給 清掃経験

1,030円～1,030円

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

44

客室清掃（ふふ熱
海）

チェックアウトからチェックインの間
に
お部屋を整えるお仕事です。
チームで割り振られたお部屋を担当い
ただきます。
◆１日の流れ例◆
１０：３０～

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)10時30分～15時00

時給 (2)17時00分～22時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

43

客室清掃・ハウス
キーピング

１．ホテルミクラスの客室清掃とベッ
ドメイキングなどの清掃業務　　全般
　　２～３名で各フロアを清掃いたし
ます。　　　　　　　　　　　　モク
モクとこなす仕事です。
２．温泉等の共有スペースの清掃
　

パート労働者 交替制あり オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ホテルミクラス・大月ホテル和風館

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)17時00分～22時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

42

調理補助 ミクラスダイニングの調理場での調理補助　～　急　募　～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・簡単な盛り付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　調理された料理を指示されたお皿に盛りつけます。　　　　・簡単な下ごしらえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　お野菜のカットなどをお願いします。　　　　　　　　　　　　　難しいことはありませんので、すぐに慣れます。　　　　　・食器類の洗いもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　食器洗浄機があるからカンタン　　　　　　　　　　　　　　　　洗い終わった食器は、専用の棚に収納をお願いします。　　・その他パート労働者 交替制あり オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ホテルミクラス・大月ホテル和風館

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～13時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

41

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

時給 (2)19時00分～22時00

1,100円～1,100円40

食器洗浄係 ・朝食またはディナー時の食器・グラス等の食器洗浄機による洗浄　業務全般パート労働者 交替制あり 株式会社　グランバッハ熱海
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～11時30分
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【熱海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: 0557-81-5191 従業員数 24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- 8575821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8526 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 8547621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-0051 従業員数 20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: 22050- 8664221 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8514121 各種保険： 雇用・労災 月平均 13時間

     TEL: 0557-48-6555 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8453721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-6555 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8456521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 69人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8482321 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 69人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8484921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-0001 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 8365021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-0001 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 8366721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-0001 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 8368221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8376821 各種保険： 雇用・労災 月平均 13時間

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8378521 各種保険： 労災 月平均 13時間

静岡県熱海市中央町１４－９

時給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

1,000円～1,200円

静岡県熱海市中央町１４－９

65

旅館スタッフ【フロ
ント・清掃業務】
パート・正社員

（仕事内容）
主に旅館の裏方でお掃除の仕事を中心
に、裏方作業が主になります。
当社はお客様からの料理評価が高い旅
館です。
持っている技術をさらに磨き上げるこ
とができます。

パート労働者 変形（1年単位） 悠　株式会社（熱海温泉　山木旅館）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時00分

時給 (2)15時00分～19時30 マナー講習

1,200円～1,500円

静岡県熱海市東海岸町５番２４号

64

旅館スタッフ【接
客・客室係】パート
タイマー

客室係：接客業務
１，料理の出し下げ
２，客室の準備
３，その他接客業務
雇用条件：初心者経験者ともに歓迎
（国籍も問いません）
就業時間：６：３０～１９：３０

パート労働者 変形（1年単位） 悠　株式会社（熱海温泉　山木旅館）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時00分

時給 (2)14時00分～17時00

1,300円～1,300円

静岡県熱海市東海岸町５番２４号

63

清掃・お客様のお出
迎え業務

　　　　＜＜清掃・お客様のお出迎え
係の内容として＞＞

・午前中は客室の清掃
・午後はフロントにてお客様のお出迎
え

パート労働者 交替制あり 合資会社　古屋旅館
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

1,300円～1,300円

静岡県熱海市東海岸町５番２４号

62

夕食用皿出し・料理
セット

　　　　＜＜デシャップ係の内容とし
て＞＞

・夕食の皿出しと料理セットと各パン
トリーにリフトで運ぶ作業

パート労働者 交替制あり 合資会社　古屋旅館
雇用期間の定めなし (1)15時00分～20時00

時給

1,300円～1,300円

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

61

大浴場清掃 　　　　＜＜清掃係の内容として＞＞

・大浴場の清掃作業

パート労働者 交替制あり 合資会社　古屋旅館
雇用期間の定めなし (1)10時00分～11時30

時給 接客経験必須。

1,100円～1,600円
又は14時00分～22時00

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

60

ホテル内ショップス
タッフ

ホテル内にあるショップ（売店）での
販売のお仕事です。
開店の準備から閉店処理までを担当し
ていただきます。　　　　　もちろん
初めは先輩スタッフが丁寧に指導いた
しますのでご安心ください。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社
ホテルリゾーピア熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時30分

時給 (2)16時30分～22時00 接客経験あれば尚
可。1,100円～1,600円

又は6時00分～22時00

静岡県熱海市東海岸町６番４５号

59

レストランスタッフ
土日祝優遇あり

ホテル内レストランもしくは宴会場で
のサービスのお仕事です。
土曜日・休前日の夜と日曜日・祝日の
朝に勤務できる方は優遇いたします。
主に下記のお仕事をお願いします。
・朝食が始まる前の清掃やセッティン
グ。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社
ホテルリゾーピア熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

時給 調理補助業務

1,150円～1,200円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市東海岸町６番４５号

58

社員食堂、レストラ
ン調理補助

・社員食堂調理業務、調理補助業務
　（シフト制１１：００～１７：０
０、約５０人の昼食提供作業）

・レストラン調理補助・洗浄業務

パート労働者 交替制あり 国際観光資源開発株式会社　熱海パールスターホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～17時00

時給 (2)13時00分～22時00 ホテルにてスチュ
ワード業務の経験者
がある方

1,150円～1,200円
又は17時00分～22時00

静岡県熱海市中央町１４－９

57

スチュワード業務
（洗い場）

レストランにてスチュワード業務

お皿を洗う業務
片付ける業務
備品管理

パート労働者 交替制あり 国際観光資源開発株式会社　熱海パールスターホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

日給 マナー講習

1,000円～1,250円

静岡県熱海市咲見町８－９

56

旅館スタッフ【ナイ
トフロント】パート
タイム

夜間の館内巡回をしていただき、異常
がないか確認していただきます。

また夜間のフロント業務も兼務してい
ただきますが難しい業務はありませ
ん。


パート労働者 変形（1年単位） 悠　株式会社（熱海温泉　山木旅館）
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給 (2)14時00分～21時00

1,000円～1,050円 (3)9時30分～15時30分
又は21時00分～9時00

静岡県熱海市林ガ丘町７－１

55

コンドミニアムホテ
ルのフロント／宿泊
／清掃

コンドミニアムホテル内でのお仕事
フロント業務９時から２１時の間で週
３日以上１日４時間以上勤務出来る方
フロント宿直業務２１時から９時まで
の勤務（仮眠５時間休憩有　週１日か
ら可）
清掃業務９時３０分から１５時３０分

パート労働者 交替制あり 株式会社咲見クラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)15時30分～21時00 設備管理業務経験者
優遇1,000円～1,000円

静岡県熱海市水口町１－７

54

設備管理スタッフ ・館内設備の簡単な（蛍光灯取替な
ど）修理、修繕
・館内温泉施設の清掃管理
・館内外の一部清掃を行う場合あり

パート労働者 関西観光開発　株式会社　大観荘
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～12時30

日給

1,000円～1,250円53

ナイトフロント 旅館ナイトフロント業務
フロントでの電話応対、ご案内他
施錠確認、セキュリティーの維持、
定期施設内巡回を行う。
その他、雑務等

＊＊＊急募＊＊＊

パート労働者 株式会社　三平荘
雇用期間の定めなし (1)19時00分～8時00分
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【熱海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: 03-3201-6655 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-17196722 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3375-3470 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-76093621 各種保険： 雇用・労災 月平均 15時間

     TEL: 03-3375-3470 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13070-76096021 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0557-81-0001 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 8364121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-15757022 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44205821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44207521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44208421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44212721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44217321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 44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: 13090-43892821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 44人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43926121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43935021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

時給

1,300円～1,300円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

78

【短期募集】車両ス
タッフ／熱海金城館

ホテルと駅までのマイクロバスでの送
迎
駐車場でのご案内・誘導などの業務全
般
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。
お客様に対する接客業務になります。

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ヶ月未満）

時給

1,300円～1,300円
又は8時30分～18時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

77

【短期募集】車両ス
タッフ／ホテル大野
屋

ホテルと駅までのマイクロバスでの送
迎
駐車場でのご案内・誘導などの業務全
般
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。
お客様に対する接客業務になります。

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ヶ月未満）

時給

1,300円～1,300円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

76

【短期募集】車両ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

ホテルと駅までのマイクロバスでの送
迎
駐車場でのご案内・誘導などの業務全
般
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。
お客様に対する接客業務になります。

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ヶ月未満）

時給

1,200円～1,300円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

75

【短期募集】清掃／
アタミシーズンホテ
ル

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

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ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

74

【短期募集】洗い場
／アタミシーズンホ
テル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,800円～1,800円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

73

【短期募集】調理／
アタミシーズンホテ
ル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

72

【短期募集】配膳・
下膳／アタミシーズ
ンホテル

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

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

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６―３６　野中山マンション

71

【短期募集】フロン
ト・予約／アタミ
シーズンホテル

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

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ヶ月未満）

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市東海岸町５番２４号

70

リゾートマンション
ナイトフロント／野
中山マンション

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

時給

1,300円～1,300円

静岡県熱海市小嵐町１－１６
「料亭旅館　熱海　小嵐亭」

69

朝食用皿出し・料理
セット

　　　　＜＜デシャップ係の内容とし
て＞＞

・朝食の皿出しと料理セットと各パン
トリーにリフトで運ぶ作業

パート労働者 交替制あり 合資会社　古屋旅館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～8時30分

時給

1,000円～1,500円
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市小嵐町１－１６
「料亭旅館　熱海　小嵐亭」

68

旅館内務係り 旅館の内務の仕事

布団敷き、部屋のチェック、等
洗い場




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

時給 調理経験

1,000円～1,500円
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市上多賀９８０－１
シャトーテル赤根崎

67

調理スタッフ／熱海
市小嵐町

調理補助







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

時給

1,000円～1,000円66

リゾートマンション
清掃員／シャトーテ
ル赤根崎

マンション共用部の清掃、部屋清掃等
週４日程度のお仕事です。



パート労働者 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分
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【熱海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 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43937821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43950921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 74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: 13090-43958321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44027721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44029221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44031921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44032121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44033021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44034721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44035821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44048621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44049921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44051821 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

時給

1,300円～1,400円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

91

【短期募集】清掃／
ウオミサキホテル

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

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ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,300円～1,400円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

90

【短期募集】配膳・
下膳／ウオミサキホ
テル

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

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

時給

1,300円～1,400円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

89

【短期募集】フロン
ト・予約／ウオミサ
キホテル

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

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ヶ月未満）

時給

1,200円～1,300円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

88

【短期募集】清掃／
ホテル大野屋

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

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ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

87

【短期募集】洗い場
／ホテル大野屋

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

86

【短期募集】調理補
助／ホテル大野屋

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

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

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,800円～1,800円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

85

【短期募集】調理／
ホテル大野屋

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

84

【短期募集】配膳・
下膳／ホテル大野屋

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

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

時給

1,300円～1,300円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

83

【短期募集】ナイト
フロント／ホテル大
野屋

夜間のフロントスタッフはお客様の接
客対応を行って頂きます。
業務は夜間時の館内巡回、電話や内線
対応、大浴場のチェックや清掃などが
あります。遅くに到着されるお客様も
いらっしゃいますので、遅い時間帯の
チェックインはもちろん、早朝にお出

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ヶ月未満）

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

82

【短期募集】フロン
ト・予約／ホテル大
野屋

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

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ヶ月未満）

時給 (2)15時00分～20時00

1,200円～1,300円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

81

【短期募集】売店ス
タッフ／ホテル大野
屋

館内にある売店にて接客・レジスタッ
フを行って頂きます。
売店でのお土産の販売・商品の陳列・
レイアウトの変更、雑貨の販売も行っ
て頂きます。慣れてきたら、売り上げ
の管理や売れ筋の発注などもお任せ致
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ヶ月未満）(1)8時00分～11時30分

時給 (2)15時30分～20時00

1,200円～1,300円
又は7時30分～20時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

80

【短期募集】売店ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

館内にある売店にて接客・レジスタッ
フを行って頂きます。
売店でのお土産の販売・商品の陳列・
レイアウトの変更、雑貨の販売も行っ
て頂きます。慣れてきたら、売り上げ
の管理や売れ筋の発注などもお任せ致
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ヶ月未満）(1)7時30分～12時00分

時給

1,300円～1,300円
又は8時00分～18時00

79

【短期募集】車両ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

ホテルと駅までのマイクロバスでの送
迎
駐車場でのご案内・誘導などの業務全
般
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。
お客様に対する接客業務になります。

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ヶ月未満）
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【熱海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 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090-44053521 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44060221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44061521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44062421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44063321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-44064621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43777021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43779821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43781321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43785021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43786721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43788221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43795721 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

104

【短期募集】フロン
ト・予約／熱海
ニューフジヤホテル

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

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ヶ月未満）

時給

1,300円～1,400円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

103

【短期募集】清掃／
熱海金城館

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
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ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,300円～1,400円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

102

【短期募集】調理補
助／熱海金城館

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

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

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,800円～1,800円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

101

【短期募集】調理／
熱海金城館

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,300円～1,400円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

100

【短期募集】配膳・
下膳／熱海金城館

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

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

時給

1,400円～1,400円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

99

【短期募集】ナイト
フロント／熱海金城
館

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
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ヶ月未満）

時給

1,300円～1,400円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

98

【短期募集】フロン
ト・予約／熱海金城
館

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

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ヶ月未満）

時給

1,200円～1,300円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

97

【短期募集】清掃／
伊東園ホテル熱海館

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

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ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

96

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル熱海
館

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

95

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル
熱海館

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

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

時給

1,300円～1,300円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

94

【短期募集】ナイト
フロント／伊東園ホ
テル熱海館

夜間のフロントスタッフはお客様の接
客対応を行って頂きます。
業務は夜間時の館内巡回、電話や内線
対応、大浴場のチェックや清掃などが
あります。遅くに到着されるお客様も
いらっしゃいますので、遅い時間帯の
チェックインはもちろん、早朝にお出

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ヶ月未満）

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

93

【短期募集】フロン
ト・予約／伊東園ホ
テル熱海館

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

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ヶ月未満）

時給

1,300円～1,400円
又は8時00分～21時00

92

【短期募集】施設管
理／ウオミサキホテ
ル

ホテル館内の施設管理全般の業務を
行って頂きます。
浴場清掃・お湯の温度管理を含む衛
生、ボイラー設備等の管理。
利用重油の管理や施設の修繕。など業
務は多岐にわたります。
電気工事・修繕工事・配管施工・ボイ

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ヶ月未満）
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【熱海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 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43797221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43798521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43800821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43802521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43804321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-43805621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8070521 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-941-5222 従業員数 21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- 8075121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3334 従業員数 20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- 7998321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3334 従業員数 20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- 7999621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3334 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8000721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0538-43-9000 従業員数 15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: 22090- 9221021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-1433 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2920221 各種保険： 労災 月平均 2時間

静岡県熱海市熱海１８９１－５２

　　　『関東百貨店健保　とよさ
か』

時給

1,050円～1,050円

静岡県熱海市西熱海町１－５－１
６
　絶景掛け流しの宿　熱海月右衛
門

117

保養所の清掃【熱
海】

保養所の清掃業務です。
○客室清掃
　掃除機がけ・ゴミ集め・拭き掃除・
ベッドメーキング
　アメニティ用品など備品の補充、等
○大浴場清掃
　浴室・脱衣所の清掃、備品の補充、

パート労働者 株式会社　馬渕商事　伊豆支店
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給

1,142円～1,142円
又は22時00分～7時00

静岡県熱海市桃山町１２－１３

116

夜警・ナイトフロン
ト／熱海月右衛門
（熱海市）

　旅館の夜警、ナイトフロントのお仕
事です。夜間のお客様対応や電話対
応、緊急時の連絡、施設巡回、夜間雑
務等を行っていただきます。
　夜はお客様が部屋で休まれておりま
すので、静かな空間で自分のペースで
仕事ができます。他業種からの転職も

パート労働者 交替制あり 株式会社　マックスジャパン
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市桃山町１２－１３

115

客室清掃 ＜客室清掃＞
ホテル客室の清掃のお仕事です。
会員制リゾートホテルでのお仕事なの
で安心して働くことができます。
未経験の方でも丁寧に指導します。

パート労働者 交替制あり 株式会社　大倉
ザ　グラン　リゾート　エレガンテ熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～13時00

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市桃山町１２－１３

114

洗い場 和食器や調理で使った鍋やボウルを
洗っていただきます。
未経験者でも指導いたしますのでお気
軽にご応募下さい。

パート労働者 交替制あり 株式会社　大倉
ザ　グラン　リゾート　エレガンテ熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～12時00分

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海２階

113

レストランスタッフ ＜レストランスタッフ＞
会員制リゾートホテルのレストランで
の配膳等のお仕事です。
未経験の方でも指導しますので、安心
して働くことができます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　大倉
ザ　グラン　リゾート　エレガンテ熱海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

1,050円～1,100円
又は15時00分～21時00

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

112

ベーカリー調理補助
スタッフ（ラスカ熱
海）

【ベーカリー調理補助スタッフの業務
内容】

・焼き菓子、パンの調理補助　
　仕込みから、調理パンの調理補助ま
で幅広くあります。
　　

パート労働者 交替制あり Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
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

1,200円～1,200円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

111

接客係 お部屋までのご案内
客室での食事の配膳・片付け
お見送り
客室準備
その他雑務

家庭的な小規模旅館で高齢者の方も元

パート労働者 交替制あり 山の上ホテル≪有限会社　飯塚商事≫
雇用期間の定めなし (1)15時00分～21時00

時給

1,200円～1,300円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

110

【短期募集】清掃／
熱海ニューフジヤホ
テル

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

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ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

109

【短期募集】洗い場
／熱海ニューフジヤ
ホテル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

108

【短期募集】調理補
助／熱海ニューフジ
ヤホテル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,800円～1,800円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

107

【短期募集】調理／
熱海ニューフジヤホ
テル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

106

【短期募集】配膳・
下膳／熱海ニューフ
ジヤホテル

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

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

時給

1,300円～1,300円
又は20時00分～9時00

105

【短期募集】ナイト
フロント／熱海
ニューフジヤホテル

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
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ヶ月未満）
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【熱海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: 0557-54-1433 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2892821 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0557-54-1433 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 2893221 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0557-81-8515 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8468921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-3000 従業員数 20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: 22050- 8222521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-5058 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2964521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2212 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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: 22050- 8137621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-84-2777 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8540021 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 03-6262-5713 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-14831622 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-29-6400 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8682421 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-81-6480 従業員数 3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- 8524021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 048-640-4300 従業員数 12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 なし

求人番号: 11030-33933021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010-32809021 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0557-86-2255 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8587321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市青葉町２６番１１号

時給 介護経験があればあ
りがたいです。1,000円～1,200円

又は8時00分～17時30

静岡県熱海市清水町２－４
アサヒサンクリーン株式会社　伊
豆事業所

130

介護職 利用者様の送迎
レクリエーション
トイレ介助・入浴介助等

パート労働者 交替制あり 株式会社　アジア
雇用期間の定めなし

時給

1,615円～1,615円

静岡県熱海市泉２３１－３６
「けあビジョンホーム熱海」

129

訪問入浴看護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

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

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

時給 (2)8時30分～17時30分

944円～944円 (3)10時00分～19時00

静岡県熱海市桃山町１８－１３

128

介護職員（けあビ
ジョンホーム熱海）

ビジュアルビジョンが運営する「けあ
ビジョンホーム熱海」のスタッフを募
集します。

認知症の方を対象とした「グループ
ホーム」で介護職としてご利用者様が
安心して生活できる場になるよう、サ

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ビジュアルビジョン
雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

時給

1,200円～1,500円
又は8時30分～19時00

静岡県熱海市田原本町３－１熱海魚熊ビル４Ｆ

127

歯科衛生士 来院する患者の応対や診療器具の準備
診療の補助、院内および診療器具の清
掃管理
訪問診療（熱海市からの依頼で月１回
３時間程度の検診）
歯磨き指導
アシスタント業務がメインです

パート労働者 立山歯科医院
雇用期間の定めなし

時給 (2)9時30分～18時00分

1,100円～2,000円

静岡県熱海市上宿町１９－５
熱海来宮の湯　松月（当社店舗）

126

ゆびわ制作体験イン
ストラクター【アル
バイト】

・２０２２年１１月に新規オープンし
たばかり！熱海ゆびわ工房内でのゆび
わ制作体験教室のインストラクター業
務

・ゆびわ制作体験準備、片付け等


パート労働者 変形（1年単位） 熱海クラフト工房
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

時給 ホテル勤務経験者

1,100円～1,200円

静岡県熱海市桃山町２６－２
ＭＯＡ美術館内茶の庭

125

客室清掃係／熱海市 チェックアウト後の客室清掃。布団
シーツ、枕カバーなどの回収、
椅子、テーブルの整頓、掃除機掛け。
チェックイン準備。寝具のセットな
ど。

また、館内や敷地内の清掃を依頼する

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

時給 飲食店接客の経験の
ある方。大歓迎
蕎麦が好きな方。大

1,000円～1,300円

静岡県熱海市渚町７‐１５

124

洗い場、調理補助
（そば店）

洗い場、簡単な調理補助 パート労働者 株式会社　そばの坊
雇用期間の定めなし (1)11時00分～16時30

時給 (2)17時00分～21時00 飲食店経験者

1,000円～1,200円 (3)11時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町３－１７
【どろめ　熱海店】

123

ホールスタッフ 接客、オーダー、配膳、レジ打ち パート労働者 交替制あり イタリアンレストランＭＯＮ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

1,000円～1,100円
又は10時00分～15時00

静岡県伊豆の国市長岡２５０－８

122

調理・接客【熱海
店】

しらすを中心とした海鮮丼店での業務
です。

【簡単な調理】
○自社加工されている商品の盛り付け
る
（包丁を使用する調理作業はほぼあり

パート労働者 交替制あり 株式会社　Ｈｉ　Ｂｒｉｄｇｅ（ハイ　ブ
リッジ）
『どろめ』

雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)15時00分～21時00

1,050円～1,200円
又は21時00分～1時00

静岡県熱海市田原本町３－８

121

飲食店スタッフ 基本的に、フロアとキッチン両方の並
行作業となります。

・フロアは、朝のお掃除から始まっ
て、開店前のセッティング、お
客様がいらしたらご案内をして、ご注
文、お料理を出したら、レジ

パート労働者 交替制あり 株式会社　にしはらグループ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給

1,100円～1,100円
又は17時00分～20時45

静岡県熱海市下多賀２５－１
　東京トラック事業健康保険組合
保養所　あじろ

120

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

パート労働者 磯也商事　株式会社
雇用期間の定めなし (1)11時30分～15時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市下多賀２５－１
　東京トラック事業健康保険組合
保養所　あじろ

119

清掃【保養所　あじ
ろ】

東京トラック事業健康保険組合の「保
養所　あじろ」における清掃業務で
す。

○客室清掃
掃除機をかける、ゴミ集め、トイレや
洗面など水回りの拭き上げ清掃、ベッ

パート労働者 株式会社　馬渕商事　伊豆支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給 (2)16時30分～20時30

1,000円～1,000円118

接客（レストラン
ホール）【保養所
あじろ】

東京トラック事業健康保険組合の「保
養所　あじろ」における接客（レスト
ランホール）業務です。

料理の配膳、下膳、飲み物のオーダー
を取り提供、等


パート労働者 交替制あり 株式会社　馬渕商事　伊豆支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分
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【熱海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: 0465-63-6432 従業員数 82人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8526821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 82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- 8528521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 82人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8529421 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 82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- 8530921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 2936721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 26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: 22052- 2937821 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 20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: 22052- 2938221 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-67-5550 従業員数 32人

年　　齢: 59歳以下 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 栄養士

求人番号: 22050- 8130021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-3712 従業員数 58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- 8107821 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 8055421 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 8056321 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8059121 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-80-3712 従業員数 58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 あり

求人番号: 22050- 8068021 各種保険： 労災 月平均 5時間

静岡県熱海市伊豆山字七尾原１１７３－１７２

時給

950円～1,050円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

143

送迎ドライバー兼用
度係

介護保健施設併設のデイケアの利用者
様の送迎の仕事です。
朝夕の送迎以外は、車輌のメンテナン
スや、清掃、ご利用者様の誘導補助等
を行います。送迎は基本的に２名体制
で行います。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静寿会　　　介護老人保健施設　菜の花
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)8時30分～17時30分 厨房経験

1,000円～1,000円 (3)10時30分～19時30

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

142

調理補助員 複合型介護福祉施設（特別養護老人
ホーム１００床、短期入所２０床、養
護老人ホーム５０床、ケアハウス３０
床、デイサービス定員４０名）での調
理補助業務。
主な業務は、食材の洗浄、切込み、盛
り付け、食器洗浄、各フロアまでの配

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分

時給

1,600円～1,600円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

141

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

・主に服薬管理、体調管理、ドクター

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

時給 (2)7時00分～16時00分

1,000円～1,100円
又は11時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山字七尾原１１７３－１７２

140

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

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

時給

950円～1,050円
又は8時30分～17時00

静岡県熱海市下多賀８４２番４

139

介護職員 通所リハビリ施設利用者の下記介護業
務全般

・食事の介助、入浴の介助、排泄の介
助
・レクリエーション活動
・送迎者の運転添乗など

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団　静寿会　　　介護老人保健施設　菜の花
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給 (2)6時00分～13時30分 厨房業務経験者（施
設、病院、学校での
経験があれば尚可）

1,000円～1,300円
又は6時00分～18時30

静岡県熱海市下多賀８０４－２
「クラシオンカフェ熱海」

138

調理員 有料老人ホーム（３０名程度）におけ
る厨房業務全般です

・食事の調理（野菜刻み、盛り付け
等）及び提供

・食器洗浄

パート労働者 交替制あり 株式会社フレンズ南熱海
雇用期間の定めなし (1)6時00分～9時00分

時給

1,100円～1,200円

静岡県熱海市下多賀８０４－２
『クラシオンカフェ熱海』
静岡県熱海市緑ガ丘町９－７
『フルーズ熱海』

137

調理職　【熱海】 デイサービス等における利用者様及び
職員の昼食を作っていただきます。
（４０～５０食程度）

○仕込み、調理、盛り付け、片付け、
清掃、等


パート労働者 有限会社　伊豆介護センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給

1,020円～1,040円
又は8時00分～18時00

静岡県熱海市下多賀８０４－２
『クラシオンカフェ熱海』及び
『クラシオンデポルテ熱海』
静岡県熱海市緑ガ丘町９－７

136

送迎【熱海】 ●熱海市内のデイサービスのご利用者
様の送迎業務です。
８：００～１８：００の間の朝・昼・
夕、各１．５時間程度の勤務になりま
す。

※ミニバンタイプの運転可能な方を希

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

時給

1,050円～1,270円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市泉１７－２

135

介護職員（デイサー
ビス）【熱海】

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

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

時給 (2)8時30分～15時00分 清掃業務の経験

1,080円～1,080円

静岡県熱海市泉１７－２

134

清掃クリーンスタッ
フ

介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」内においてご入居者の居室や共用部を清掃するお仕事です。　　　　　　　　　　　グループで動くので初心者でも安心して業務に就くことが可能です。パート労働者 交替制あり 大和ハウスライフサポート　株式会社
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)10時00分～19時15 調理師免許、調理、
レストランでの経験1,080円～1,120円

又は6時30分～19時15

静岡県熱海市泉１７－２

133

食堂ホール担当 介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」内食堂においてご入居者に対する食事の配下膳。　　　　　　　　　　　　　　　　主な仕事は、食事の配下膳、食後のお茶出し等です。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～14時45分

時給 簡単なパソコン操作
が出来る方1,100円～1,100円

静岡県熱海市泉１７－２

132

お風呂受付 介護付有料老人ホームネオ・サミット湯河原内の大・小浴場の受付のお仕事です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入浴、退浴をするご入居者の氏名等を記録します。　　　　　　　３０分おきに大・小浴場への巡回（湯温、脱衣所や室温の確認）を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０分の夕食休憩、２１時に浴場の点検、消灯、施錠で勤務終了となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初心者でも安心して業務に就くことが可能です。パート労働者 交替制あり 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時50分～21時10

時給 接客経験

1,730円～1,730円131

ナイトフロント 介護付有料老人ホームネオ・サミット湯河原内　ナイトフロント業務　館内巡回　入居者接客（新聞受け渡し等）簡易な設備管理（照明スイッチ入切等）入居者緊急時対応（医療機関への連絡や同行等）パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～8時30分
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【熱海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: 0557-85-2233 従業員数 52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 あり

求人番号: 22050- 7969821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 03-6911-3010 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-95464621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-976-0246 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8554321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-3665-9236 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 あり

求人番号: 13010-13882222 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 63人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-13905222 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-14086022 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8521621 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8522921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-33-3337 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 3034721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 052-587-2961 従業員数 1人

年　　齢: 20歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 23020-73639421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6204-2568 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-17975122 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-87-1860 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8240621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 104人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 8030321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市上多賀７３６－１

156

建築物の定期清掃 建物全般の清掃業務を実施専用の資機
材にて美観を保ち、建物の衛生管理を
守ります。
床や壁等の洗浄及び保護ワックス塗
布・ガラスクリーニング・ハウスク
リーニング・その他石材やエアコンク
リーニング等

パート労働者 交替制あり 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市昭和町４－２９

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ

155

一般事務 パソコン入力作業。
事務所内の雑用。清掃の補助。

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

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市東海岸町６番４５号
熱海パールスターホテル

154

旅館客室清掃スタッ
フ／大江戸温泉あた
み

旅館での裏方業務です。
・ベッドメイク
・布団上げ、布団敷き
・アメニティ補充
・掃除機がけ
・その他　付随業務


パート労働者 ケービックス東京　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～14時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市春日町

153

清掃（請）／熱海市 新規オープンホテルでの客室清掃。

＊経験者優遇





パート労働者 エム・トラスト　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)9時00分～14時00分

1,000円～1,000円

静岡県熱海市田原本町２－１９

152

マンション清掃ス
タッフ【熱海市春日
町】

リゾートマンション内の清掃スタッフ
○浴場清掃（大浴場、貸切風呂、露天
風呂）
○廊下
○トイレ
○ゴミステーション
○駐車場

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

時給 ホテル、旅館等で客
室清掃経験945円～950円

静岡県熱海市田原本町２－１９

151

（請）旅館客室清掃 旅館における客室清掃のお仕事になり
ます。作業内容は主に
下記の内容になります。

・消耗品やタオル、ユカタ等の入れ込
み
・洗面、トイレ清掃

パート労働者 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給 ホテル、旅館等で客
室清掃経験945円～950円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

150

（請）旅館客室清掃
補助

旅館における客室清掃補助のお仕事に
なります。作業内容は主に
下記の内容になります。

・和布団シーツ入れ込み
・枕カバー（ピロ）の交換
・包布の交換

パート労働者 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給

1,000円～1,050円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

149

ホテルの車両送迎ス
タッフ／静岡県熱海
市／未経験歓迎

ホテル水葉亭／大江戸温泉物語車両送
迎スタッフ
・お客さまの送迎
・駐車場誘導
・社用車管理など

お客様を一番最初にお出迎えするお仕

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

時給 (2)15時00分～20時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

148

ホテルの調理スタッ
フ／静岡県熱海市／
未経験歓迎

施設内バイキング会場にてご提供する
お料理の
・簡単な仕込み
・簡単な調理
・お料理の盛り付け

「大江戸温泉物語グループは料理も素

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

時給 (2)10時00分～15時00

1,000円～1,050円

静岡県熱海市田原本町７－３

147

ホテルの施設管理ス
タッフ／静岡県熱海
市

・大浴場のメンテナンス
・館内外の修繕対応
・客室の営繕など

大江戸温泉物語の施設を守る縁の下の
力持ち。
ご応募お待ちしております。

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,200円
又は12時00分～18時00

静岡県熱海市
※詳細は窓口にお問い合わせ下さ
い。

146

（派）パンの販売・
レジ・その他付随業
務

パンの販売、接客、レジによる会計、商品の陳列、その他補助などをお願いいたします。有期雇用派遣パート 株式会社ネクシオ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

時給 (2)10時00分～19時00 集団調理経験

1,300円～1,400円
又は5時00分～19時00

静岡県熱海市西熱海町二丁目２４番８号

145

調理スタッフ（有
料）／静岡県熱海市
≪紹介予定派遣≫

有料老人ホーム厨房内での調理業務で
す。
配膳・下膳・盛り付け・カット・洗浄
等をお任せします。

★定員９７名
★２００３年８月１日開設

有期雇用派遣パート 交替制あり 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒｏｗｔｈ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時00分～14時00分

時給 (2)7時30分～16時30分

950円～1,200円 (3)10時00分～19時00144

介護職員 介護業務
特別養護老人ホームにて、入浴介助、
歩行介助、食事介助、排泄介
助等の介護業務。
ベッド・車椅子間の移乗業務。
車椅子を利用している方をベッドへ移
乗業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　熱海いでゆの園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分
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