
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年1月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 0558-77-1707 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9359721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-7123 従業員数 57人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-   11831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-983-1111 従業員数 22人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 土日祝 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- 9326821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010-   58431 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22010-   61131 各種保険： 労災 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 055-941-9750 従業員数 4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- 9316721 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   66731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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-   67331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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-   68631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 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-   69931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-6600 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   72431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-2235 従業員数 110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- 9256521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-0222 従業員数 23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- 9340021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市谷田５２４－１

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

時給 (2)14時00分～16時00

950円～980円

静岡県三島市笹原新田３１３

13

幼稚園バス添乗員 幼稚園バスに添乗し、送迎の支援をし
ていただきます。月～金の平日７：４
０～９：４０、１４：００～１６：０
０の勤務で、午前だけ、午後だけの勤
務も可能です。幼稚園をやっている期
間のみの勤務で、園バスを運行しない
長期休み中（春休み、夏休み、冬休

パート労働者 学校法人　篠木学園　桜ケ丘幼稚園
雇用期間の定めなし (1)7時40分～9時40分

時給 メニュー開発経験が
ある方
パティシエ経験のあ

1,000円～1,100円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市一番町１２－６

12

三島スカイウォーク
スイーツ・ドリンク
のメニュー開発調理

○三島スカイウォーク　カフェにおけ
る下記業務○
・ドリンク、スイーツメニューの開
発・調理
・季節メニューの開発
・接客販売（レジ打ち）
・ソフトクリーム販売

パート労働者 交替制あり 株式会社　フジコー
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は16時00分～21時00

静岡県三島市一番町１２－６

11

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県三島市一番町１２－６

10

接客パート 接客、電話応対／未経験者大歓迎

〇お客様からの電話予約の受付
〇チェックイン、チェックアウトの接
客業務

※ベッドメイク業務等はありません。

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

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～15時00

静岡県三島市一番町１２－６

9

ホテル補助パート ホテル内軽作業／未経験者大歓迎

〇各種貸出品のメンテナンス・設置
〇客室／ホテル館内のチェック
〇お客様の荷物搬入
〇その他軽作業


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

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～15時00

静岡県三島市一番町１２－６

8

ホテル事務パート 接客、電話応対／未経験者大歓迎

〇予約登録、確認業務
〇その他軽作業

※電話応対、接客（チェックイン等）
はありません。

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

時給

1,000円～1,000円
又は17時00分～22時00

静岡県三島市大宮町３丁目２０番２３号

7

ホテル事務パート
（１７時以降）

ホテル内軽作業／未経験者大歓迎

〇パソコンを使ったお客様情報の登録
作業
〇クレジット伝票の整理
〇その他軽作業


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

時給

1,000円～1,050円
又は8時30分～17時30

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

一般事務 ＊法律事務所の事務全般を担当してい
ただきます。
　担当業務は来客対応、電話対応、外
回り（官公庁、金融機関等での書類手
続き）郵便物の管理などの一般事務か
ら法律事務所特有の書類作成・事務手
続までです。

パート労働者 弁護士法人　こだま法律事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,050円 (3)18時00分～8時00分

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

5

デイサービス介護職
員／三島市

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

＊社員昇格制度あり

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

時給 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,050円

静岡県三島市中１００番地の１

4

デイサービス生活相
談員／三島市

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

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

時給 (2)17時30分～2時20分

964円～964円 (3)20時30分～5時20分

静岡県三島市徳倉５－９－５０

3

電子基板の組立や検
査

機械を使い基板に部品を付ける簡単な
作業や、
電子機器の組立や検査をお願いしま
す。

＊未経験の方でもイチから丁寧にお教
えしますので、安心してください◎

パート労働者 交替制あり 伊豆技研工業　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時20分

時給

1,000円～1,080円

静岡県三島市中２７０ー４

2

加工係 加工機への部品取入取出し

洗浄機運搬等


パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　宮入製作所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

944円～1,000円
又は8時00分～17時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

農業 椎茸栽培
収穫から出荷まで

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

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

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年1月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-980-0801 従業員数 600人

年　　齢: 不問 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-    4231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-981-6716 従業員数 369人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 司書 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- 9364921 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-928-7123 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日祝他 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: 22050- 9369221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-928-7123 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日祝他 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- 9353421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-981-3200 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 9313921 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-981-3200 従業員数 8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 なし

求人番号: 22050- 9314121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-941-5357 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  147331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-977-2811 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22050- 9366021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-972-2291 従業員数 32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- 9324021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-972-2291 従業員数 32人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 9327221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-  269231 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 055-980-5422 従業員数 36人

年　　齢: 59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 あり 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050-   88231 各種保険： 労災 月平均 2時間 ホームヘルパー２級

     TEL: 055-977-8686 従業員数 154人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9365121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市梅名５７８番地

時給

945円～945円
又は8時30分～19時15

静岡県三島市萩１９６－１

26

施設補助職員 介護老人保健施設での、補助業務とな
ります。
食事の配膳や下膳、シーツ交換、入浴
の準備等です。
高齢者への直接介護ではなく、専門的
な知識は必要ありません。

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

時給 (2)8時30分～17時30分 介護の経験があれば
大歓迎ですが、
経験がない方も是非

1,150円～1,250円 (3)9時00分～18時00分
又は8時00分～18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

25

デイサービス介護職
員（正規パート社
員）

◆人生の大先輩であるご利用者様に、
安全・安心・快適で、楽しく過ごして
いただけるようにサポートするお仕事
です。
◆みしまケアセンターそよ風のデイ
サービスにて定員３５名のご利用者様
を約８名の職員でサポートします。

パート労働者 交替制あり 株式会社ユニマットリタイアメント・コ
ミュニティ　
みしまケアセンターそよ風

雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,165円～1,225円

静岡県三島市加屋町２－２１

24

訪問入浴介護職員／
三島事業所（三島
市）

訪問入浴サービスにおける、介護職員
の募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員
２人、看護師１人）にて訪問入浴車を
運転しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、入浴機材の搬
入・組立をし、お客様を浴槽へ移乗し

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

時給

1,100円～1,200円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市加屋町２－２１

23

保育士 ０～５歳、定員２００名程度の保育園
です。
０歳～２歳のいずれかのクラス（複数
担任）を担当していただきます。
自然豊かで広々とした園庭もあり、の
びのびと保育ができます。


パート労働者 社会福祉法人　護汝会　白道こども園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時30分

時給

1,010円～1,060円
又は9時00分～16時00

静岡県三島市梅名５５３番地の１

22

給食調理補助 ・０－５歳、定員２００名程度の保育
園です。
・自然豊かで広々とした園庭もあり、
のびのびと保育ができます。
・給食調理の補助業務です。
・１日６時間～、日数・曜日・時間帯
ともに相談可能です。

パート労働者 社会福祉法人　護汝会　白道こども園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時30分

時給 給食調理経験あれば
尚可1,000円～1,000円

静岡県三島市加茂川町１６－１３

21

調理員 園児（約１００名）の給食調理（昼
食・おやつ）
※３～４名で調理します。

パート労働者 社会福祉法人　揺籃会　三島ようらんこども園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時30分

時給 社会福祉事業、児童
福祉事業での実務経
験２年以上。

1,200円～1,200円
又は13時00分～19時00

静岡県三島市東町１３－２６

20

生活指導員（自立援
助ホーム）

三島市内にある「自立援助ホーム」で
のお仕事です。
※自立援助ホームとは、何かしらの理
由により家庭で生活できない１０代後
半のこどもが、職員のサポートを受け
ながら自立を目指して共同生活する小
規模、家庭的な施設です。

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人森のようちえん・太陽と緑の風クラブ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～12時00分

時給 (2)14時00分～17時00

950円～1,000円

静岡県三島市東町１３－２６

19

歯科助手・受付 診療補助のお仕事です。下記業務を担
当していただきます。
・医師の診療手伝い　
・機械器具類の滅菌、洗浄作業
・受付業務
・パソコンによる簡単な文章作成
（ワード・エクセル）

パート労働者 細川歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～19時00

時給 (2)14時00分～17時00

1,250円～1,500円

静岡県三島市西本町１１－８

18

歯科衛生士 スケーリング（歯石の除去等）、口腔衛生指導、診療補助等パート労働者 歯科衛生士専門学校 細川歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～19時00

時給 医療事務や保険診療
に関する十分な知
識・経験

1,200円～1,200円
又は14時30分～18時30

静岡県三島市西本町１１－８

17

医療事務・受付・看
護助手

当院（内科・皮膚科）にて、主に医療
事務の業務（状況により、受付・会
計、看護補助業務）を行っていただき
ます。

◎健保組合等への請求業務（レセプト
業務）

パート労働者 にしわきクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時30分

時給 医療事務に関する知
識・経験1,700円～1,700円

又は14時30分～18時30

静岡県三島市谷田１１１１

16

看護師 当院（内科・皮膚科）にて、看護師と
しての業務全般（付随業務を含む）を
行っていただきます。

◎受付補助
◎患者様の誘導
◎医師の診療補助

パート労働者 にしわきクリニック
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時30分

時給 大学、研究機関での
図書、ジャーナル関
連業務の経験（司書

944円～1,241円

静岡県三島市文教町２－３１－１４５

15

事務補佐員 国立遺伝学研究所図書室及び管理部に
おける以下の事務補助
・図書サービス業務（図書の貸出、返
却、文献複写、購入依頼対応など）
・図書管理業務（図書の寄贈、配架、
除籍作業、蔵書点検、図書システムの
管理、図書室整備（清掃）など）

パート労働者 大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構　国立遺伝学研究所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～16時00分

時給 (2)10時00分～17時00

950円～950円
又は9時00分～13時00

14

一般事務補助（図書
館事務課）

・大学図書館での補助業務
・パソコンでのデータ入力
・図書の受け入れ及び登録
・書類整理等

パート労働者 日本大学国際関係学部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(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 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-988-3535 従業員数 61人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9376221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-976-6500 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- 9319521 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-976-6500 従業員数 10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- 9325721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-946-6165 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  157131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-941-8278 従業員数 12人

年　　齢: 64歳以下 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- 9330921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-991-1337 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 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 あり

求人番号: 22050- 9268921 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 028-658-9111 従業員数 15人

年　　齢: 20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: 09010-  548431 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-972-0711 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 医療事務資格 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9281421 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-946-6013 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  109031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-946-6013 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  111431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-76-2125 従業員数 5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 あり

求人番号: 22050- 9334821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 03-5206-5121 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: 13080-  130631 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-  408231 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１９２
石のや伊豆長岡（自社運営）

39

【短期募集】フロン
ト・予約／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。

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)16時00分～20時00

1,500円～1,700円

静岡県伊豆の国市三福１９０－２

38

ホテル内レストラン
調理補助／静岡県伊
豆の国市

・和食調理全般
・食材の仕込み
・盛り付け
・食器・調理器具の片付け

※その他付随する業務をお願いいたし
ます。

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)6時00分～10時00分

時給

1,000円～1,500円

静岡県三島市加屋町１０－４

37

メンテナンス メンテナンス業務のサポートを担当し
ていただきます。

＜主な仕事＞
・エアコンやボイラーのメンテナンス
作業のサポート


パート労働者 有限会社　飯田産業
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

946円～1,300円
又は16時00分～18時00

静岡県三島市加屋町１０－４

36

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

パート労働者 交替制あり 株式会社　すいみー保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～9時00分

時給 (2)8時00分～15時00分

946円～1,300円

静岡県三島市南本町４－３１

35

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

パート労働者 交替制あり 株式会社　すいみー保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～15時00分

時給 (2)14時00分～21時00 医療事務経験者（資
格所有者）1,850円～1,850円 (3)9時00分～17時00分

又は17時00分～21時00

静岡県三島市一番町１２－６　　
　　　　　　　ホテルアルファー
ワン三島

34

病院受付事務 救急病院での受付事務業務
患者対応、電話対応、会計業務、受付
パソコン入力、レセプト、その他雑務
等

パート労働者 交替制あり 一般社団法人三島市医師会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)18時00分～22時00

時給

950円～950円

静岡県三島市一番町１７－１

33

ベッドメイク及び客
室清掃（静岡県三島
市）≪急募≫

・ホテル客室のベッドメーク及び清掃
・ユニットバスの清掃
・床の掃除機かけ
・棚等の拭き掃除

＊業務遂行のために特別な資格や経験
は必要ありません。

パート労働者 株式会社　鈴和
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～14時00分

時給

1,180円～1,330円
又は7時00分～23時00

静岡県三島市平田１１５番地７　障がい者就労継続支援事業所ミストラル

32

（派）調理スタッフ 富士山が見えるレストランにて朝食や
昼食などの
調理をお任せします。

・ブッフェスタイルのお料理
・ランチコース
・アラカルトメニュー

有期雇用派遣パート 交替制あり ＴＯＫＥＮネットワーク　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県三島市中島７８－３

31

職業指導員 　
軽度の障がいをもった方への就労と社
会復帰を支援していただきます。企業
様からの下請け作業等を行いできるこ
とを増やして行きます。楽しい作業で
す。


パート労働者 特定非営利活動法人　にじのかけ橋
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時00分

時給

950円～950円

静岡県三島市川原ヶ谷２６４－２

30

職業指導員 ・障がいをもった方と一緒に内職作業（みかんネット加工、段ボー　ル加工）等を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・残業がなく働きやすい環境です。　　　　　　　　　　　　　　・資格がなくても大丈夫です。　　　　　　　　　　　　　　　　・丁寧に指導いたします。パート労働者 パオ・ポット（株式会社　シンパシー）
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時10分～12時10分

時給 (2)9時00分～15時00分

950円～1,100円

静岡県三島市川原ケ谷２６４－２

29

清掃（共用部） １施設共用部清掃（フロント、廊下、
階段）
２館内手摺消毒
３トイレ清掃
４屋外清掃
５レストラン清掃
６大浴場清掃

パート労働者 株式会社　サンリッチ三島
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

950円～950円

静岡県三島市徳倉２０８－１

28

フロント介護業務 有料老人ホームのフロント業務
・入居者様からの各種取次ぎ
・来館者の対応
・生活介護支援業務（薬介助補助あ
り）

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

時給

944円～970円27

介護職員 介護職員（夜勤できる人も歓迎）
朝食・昼食・夕食の介助業務や排せつ
介助、就寝介助に至るまで、介護全般
に渡りお手伝い願います。
・日勤のみの、デイサービスも募集中
です。

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)9時00分～18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5年1月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 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-  410331 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-  412931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1313 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: 22050- 9288821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-2309 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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- 9363621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3813-3111 従業員数 1,160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: 13010-32048722 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-947-2665 従業員数 40人

年　　齢: 59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-  154331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-    5531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22050-    7731 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 準中型自動車免許 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: 22050-    3831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 80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-  143231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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- 9361421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 学芸員 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- 9362321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 50人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9332021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市三福３２５
すずかけ館（大仁小放課後児童教
室）他市内放課後児童教室

時給 放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準第１０

946円～1,120円
又は12時30分～18時30

静岡県伊豆の国市下畑１２９６－
２
文化財調査室（野外活動センター
内）

52

児童厚生員 放課後児童教室を利用する児童の適切な遊びと生活を支援パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

969円～1,038円

静岡県伊豆の国市下畑１９２６－
２
文化財調査室（野外活動センター
内）

51

文化財調査員 出土品整理の監督、発掘調査報告書の編集発行パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

946円～952円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

50

出土品整理員 出土品等の整理、実測、作図 パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

1,300円～1,300円

静岡県伊豆の国市寺家１８２－７

49

（派）病院給食調理
師　伊豆の国市長岡

大学病院での患者給食調理師のお仕事
です。

主な仕事内容は、

・仕込み
・盛付

有期雇用派遣パート 交替制あり 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～17時30分

時給

945円～960円
又は9時00分～16時00

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

48

納品・送迎ドライ
バー

就労支援Ｂ型事業所の納品と送迎ドラ
イバーの募集です。

（仕事内容）
・製品の納品（２ｔトラック）
・利用者の送迎
・利用者の施設内作業補助

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

2,250円～2,375円
又は16時30分～9時00

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

47

介護職員（夜間） 住宅型有料老人ホームの夜間介護職員の募集です。部屋数４２室。食事介助、服薬、排泄、夜間巡視。夜間２名体制（１名は宿直・男性）。パート労働者 交替制あり 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山雇用期間の定めなし

時給 給与計算・経理の知
識945円～945円

又は8時30分～17時30

静岡県伊豆の国市古奈２０６－２

46

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

その他

パート労働者 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は8時30分～12時00

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学大学院医学研究科　静
岡災害医学研究センター

45

看護助手 外来透析室において、看護師の補助と
して業務を担当していただきます。
＊看護師の助手
＊患者様の誘導
＊透析の準備
＊器具の消毒
＊院内の清掃等

パート労働者 医療法人社団若和会　伊豆長岡第一クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 ・実験補助の経験５
年以上
・企業、大学での研

1,200円～1,500円

静岡県伊豆の国市寺家２４６－１

44

研究支援者／伊豆の
国市

順天堂大学静岡災害医学研究センター
での実験補助のお仕事です。
主な実験業務
・マウス、ラット、ウサギなどの動物
実験（解剖、サンプリング）
・細胞培養
・ＤＮＡやＲＮＡの抽出、ＰＣＲなど

パート労働者 理系の短大卒以上 学校法人　順天堂
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時40分

時給 (2)8時30分～15時15分 看護師業務経験

1,305円～1,493円

静岡県伊豆の国市古奈２８番地

43

非常勤講師（看護
師）

医療的ケアを必要とする児童生徒の対応をお願いします。パート労働者 静岡県立東部特別支援学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時45分～15時30分

時給 (2)16時00分～20時00 飲食店での経験があ
ると馴染みやすいと
思います。

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）

42

レストラン業務 旅館のダイニングにて、お料理や注文
頂いたお飲み物を作り、運ぶといった
ことがメインの仕事です。
接客の他には、朝食や夕食の準備をし
たり在庫管理や備品発注。ダイニング
の清掃をして頂きます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　クラブ・マナティー
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給

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）

41

【短期募集】清掃／
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

1,200円～1,300円40

【短期募集】配膳・
下膳／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ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9335221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     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: 9人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9337421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9339621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9341721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 11人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9345421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 管理栄養士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 栄養士

求人番号: 22050- 9346321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 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- 9347621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 15人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9349121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79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: 22050- 9351221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 80人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 30人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9302421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 36人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 司書 就業場所: 

採用人数: 8人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9311321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9317821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050- 9318221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市中８１７－１韮山南小学校

時給

1,003円～1,088円
又は8時00分～16時00

静岡県伊豆の国市三福１２７６－
３
大仁中学校他　市内中学校

65

幼児ことばの教室指
導員

言語や生活面における発達の遅れが心配される小学校就学前の幼児の支援パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,003円～1,088円
又は8時00分～16時00

静岡県伊豆の国市三福３２５
大仁小学校他　市内小・中学校

64

心の教室相談員 中学生の悩み相談への対応や、登校しても教室に入れない生徒への支援を行う。パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

946円～984円
又は8時00分～16時00

静岡県伊豆の国市長岡１２９４－
１
長岡南小学校　他　市内小中学校

63

学校司書 児童生徒への読み聞かせや図書の貸借、調べ学習の補助、蔵書点検などパート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

946円～1,088円
又は8時00分～16時00

静岡県伊豆の国市長岡５２８

62

学習生活支援員、特
別支援学級支援員

学習生活支援員
通常学級に在籍する、個別に支援が必
要な児童・生徒の学習、生活面での支
援をしていただきます。
特別支援学級支援員
特別支援学級に在籍する児童生徒の支
援をしていただきます。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,003円～1,170円
又は7時15分～18時15

静岡県伊豆の国市長岡５２８
長岡保育園　他市内公立保育園

61

看護師 通常学級における医療的ケアを必要とする児童の支援及び安全確保。パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,003円～1,120円
又は7時15分～18時15

静岡県伊豆の国市長岡５２８
長岡保育園　他市内公立保育園

60

保育士（担任保育士
補助業務）

保育士業務。
担任保育士補助などの業務をしていた
だきます。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,003円～1,120円
又は14時15分～18時15

静岡県伊豆の国市長岡５２８

59

保育士（担任保育士
補助業務）

保育士業務。
担任保育士補助などの業務をしていた
だきます。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時15分～11時15分

時給

1,003円～1,120円

静岡県伊豆の国市長岡５２８

58

栄養士 保育園の給食献立作成など パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時45分～16時00分

時給

946円～1,003円
又は7時45分～16時00

静岡県伊豆の国市長岡５２８
長岡保育園　他市内公立保育園

57

調理員、調理業務補
助員

保育園給食調理・配膳など パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,003円～1,120円
又は7時15分～18時15

静岡県伊豆の国市長岡１２１２

56

保育士（担任保育士
補助業務）

保育士業務。
担任保育士補助などの業務をしていた
だきます。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,003円～1,120円
又は7時45分～17時30

静岡県伊豆の国市長岡１２９４－
１
長岡南小学校　他市内小・中学校

55

幼稚園教諭 幼稚園教諭（担任教諭補助）
園児担当教諭の補助をしていただきま
す。

パート労働者 交替制あり 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

946円～952円
又は7時30分～16時00

静岡県伊豆の国市長岡１２９４－
１
長岡南小学校　他市内小学校

54

学校用務員 学校の環境整備や教育委員会のほか関連する外部機関への事務連絡などパート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

946円～984円
又は8時00分～16時00

53

学校事務員 学校の物品購入や契約などの庶務 パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-87-1147 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: 22050- 9279721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-43-2888 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22110- 3712721 各種保険： 雇用・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-  413131 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-  416231 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-  417531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 64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-  418431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-2007 従業員数 35人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9259621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-2007 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9261721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-2007 従業員数 35人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9263221 各種保険： 労災 月平均 6時間

     TEL: 0558-73-1126 従業員数 85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- 9299321 各種保険： 労災・健康 月平均 2時間

     TEL: 048-642-0982 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 11030-  128031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-98-2900 従業員数 102人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 簿記実務検定３級 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-   32731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 1時間

     TEL: 0558-72-8133 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050-   34631 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

時給 (2)9時00分～16時00分

1,550円～2,500円 (3)11時00分～17時00

静岡県伊豆市小土肥７８７－２

78

看護師（正・准） ＜看護師業務＞
訪問入浴のバイタルチェック
※訪問先は伊豆の国市、伊豆市（土肥
を除く）　
デイサービスのバイタルチェック
介護　等


パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給 人事管理、会計業務
の経験を優遇976円～1,046円

静岡県伊豆市柏久保１３４０
「ペッピーキッズクラブ修善寺教
室」

77

事務員 電話対応、外来者の窓口業務
勤怠業務管理、会計管理、サービス請
求業務、庶務に関する業務　他

パート労働者 社会福祉法人信愛会　特別養護老人ホーム土肥ホーム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～16時30分

時給 日常英会話程度の語
学力がある方1,600円～2,500円

又は14時00分～21時00

静岡県伊豆市瓜生野４１０－１

76

子ども英会話講師
［伊豆市／修善寺教
室］

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

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

時給

1,000円～1,050円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆市修善寺９７０

75

管理事務経理 日帰り温泉・宿泊の事務、経理、管理業務 パート労働者 交替制あり 株式会社　時之栖修善寺百笑の湯
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 接客業務の経験があ
れば給与等に反映1,350円～1,650円

又は7時30分～20時30

静岡県伊豆市修善寺９７０

74

接客 お客様が旅館にお越しになられてか
ら、出発されるまでの接客業務全般を
担当していただきます。お客様の一番
近くでお世話することになり、お客様
とのコミュニケーションが必要になり
ますが、お客様から感謝の言葉を掛け
てもらえる機会の多い、やりがいのあ

パート労働者 変形（1年単位） 有限会社　新井旅館
雇用期間の定めなし

時給 接客業務の経験があ
れば給与等に反映1,000円～1,300円

又は17時00分～21時00

静岡県伊豆市修善寺９７０

73

調理補佐・食器洗浄 ・食器管理
・食器洗浄
・盛り付け補佐
・上記に付帯する業務
※制服を着用しての業務

パート労働者 有限会社　新井旅館
雇用期間の定めなし

時給 (2)15時30分～20時30 接客業務の経験があ
れば給与等に反映1,350円～1,800円

又は6時30分～20時30

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地

72

調理人 伝統的日本旅館で会席料理の調理人を
募集します。
２０人から１００人くらいまでの料理
を朝と夕方と、１日２回作ります。
食材の切りつけ、煮物、焼物、揚物等
の調理、盛り付け、食器だし、食材管
理までが仕事です。２年前に改装した

パート労働者 変形（1年単位） 有限会社　新井旅館
雇用期間の定めなし (1)6時30分～10時30分

時給 (2)18時00分～23時00

1,300円～1,400円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

71

【短期募集】洗い場
／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ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給

1,300円～1,400円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

70

【短期募集】清掃／
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

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

69

【短期募集】配膳・
下膳／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

静岡県伊豆市小立野８６

68

【短期募集】フロン
ト・予約／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。

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)16時00分～18時30

944円～950円

静岡県伊豆市大平柿木８７１－２

67

受付事務【修善寺：
さくらどうぶつのク
リニック】

◎動物病院での受付やカルテの準備や
入力作業等の
　事務業務を行っていただきます。
　

パート労働者 株式会社　ＣＨＡＫＲＡ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時30分

時給

1,000円～1,000円66

淡水魚類の養殖作業
員

静岡県認定の特産物（天城紅姫あま
ご）の飼育管理とワサビ栽培が中心で
す。
（川魚の養殖）
・アマゴ、紅マスのエサやりや選別作
業を行う
・その魚を卸したり、加工して販売し

パート労働者 有限会社　下山養魚場
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-72-8133 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 介護福祉士

求人番号: 22050-   35931 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0558-72-8133 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

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-   36131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-98-2900 従業員数 102人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 9306121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 2時間

     TEL: 0558-98-2900 従業員数 102人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 9308721 各種保険： 雇用・労災・財形 月平均 1時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0558-83-3013 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22050-  129431 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 053-441-1600 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22020-28601321 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-80-9700 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  105331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   82331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-0553 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   84931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-3300 従業員数 90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-  142831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-8111 従業員数 2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- 9360521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5989-0481 従業員数 45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 なし 中型自動車免許

求人番号: 13080- 4607322 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5989-0481 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 あり

求人番号: 13080- 4363622 各種保険： 労災 月平均 5時間

静岡県田方郡函南町柏谷２５９
湯～トピアかんなみ（指定管理施
設）

時給

950円～950円
又は9時00分～21時00

静岡県田方郡函南町柏谷２５９　
「湯～トピアかんなみ」

91

日帰り温泉施設の
キッチンスタッフ／
函南町

田方郡函南町にある温泉パーク「湯～
トピアかんなみ」内の
レストラン厨房スタッフを募集しま
す。

・在庫管理（無くなりそうな品物の確
認）

パート労働者 交替制あり Ｆｕｎ　Ｓｐａｃｅ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)15時30分～21時00

時給 (2)11時15分～18時45

950円～950円

静岡県田方郡函南町塚本２１６－２

90

送迎バス運転手（日
帰り温泉施設の送
迎）／函南町

日帰り温泉施設「湯～トピアかんな
み」で、
送迎バス（マイクロバス）の運転業務
をしていただきます。

【具体的な仕事内容】
・町内の指定ルートを運行表にそって

パート労働者 交替制あり Ｆｕｎ　Ｓｐａｃｅ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時45分～18時30分

時給 木工経験者。木材加
工できる方。1,100円～1,500円

静岡県田方郡函南町上沢２５１－１

89

銘木、木材製品の販
売

銘木、木材加工。突板、合板製作。
造作材加工。テーブル製作。
銘木木材加工機械操作。
図面をみて、木材裁断加工。
その他、木材加工。

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

時給

980円～980円
又は7時00分～12時00

静岡県田方郡函南町畑３５７

88

配送業務 早朝便・夜間便　あり。
直営店、ショップ・スーパー等及び学
校様へ、パンやご飯をお届けし、空き
箱を回収するお仕事です。


パート労働者 石渡食品　有限会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～10時30分

時給

1,000円～1,300円
又は9時00分～17時00

静岡県田方郡函南町畑３５７

87

事務員 ＊一般事務

　・パソコンを使って各種書類の作成

　・その他
　　パソコン業務
　（Ｅｘｃｅｌ　Ｗｏｒｄ、写真、文

パート労働者 有限会社大塚土木
雇用期間の定めなし

日給

1,375円～1,875円

静岡県伊豆市修善寺９５５－１

86

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

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

時給

1,000円～1,100円
又は10時00分～18時00

静岡県伊豆市大平１５２９
【伊豆マリオットホテル修善寺】

85

スポーツマネージメ
ント企画・運営

トレイルランニングの企画運営の補助
業務
参加資格の確認、ボランティアの募集
各所の許可申請の補助
報告書の作成、議事録の作成

パート労働者 株式会社　ソトエ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～18時00

時給 (2)8時00分～12時00分

1,020円～1,020円 (3)8時00分～15時00分

静岡県伊豆市本立野５３１－１城山活動支援センター内

84

ベッドメイク（伊豆
マリオットホテル修
善寺）

（請負業務）
・リゾートホテルでの客室清掃業務
　　ベッドメイク
　　客室内清掃（トイレ、浴室等）
　　備品の補充、整頓、点検
　　ゴミ回収
・共用部廊下、フロア、大浴場などの

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

時給 ヘルパー経験

950円～1,000円
又は8時00分～18時00

静岡県伊豆市小土肥７８７－２

83

訪問介護員 ・伊豆市内（修善寺・天城湯ヶ島・中
伊豆）の介護を希望するお宅に訪問
し、家事援助や身体介助をする仕事で
す。

・自家用車で訪問する、直行・直帰す
る事もできます。

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

時給 (2)7時00分～16時00分 介護経験優遇、未経
験でも可1,046円～1,187円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市土肥６７０－２　土肥支所２階　土肥地区地域包括支援センター

82

介護職員 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、ホームヘルプ、グループホームを利用されている高齢者の介護全般（食事介助・排泄介護、入浴介護）入居部門は夜勤業務及び日勤業務、在宅サービスは日勤のみパート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人信愛会　特別養護老人ホーム土肥ホーム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時30分

時給 高齢者支援に関する
相談業務、疾病一般
に関する知識

1,542円～1,794円

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

81

看護師 地域包括支援センターの保健師業務
地域住民の心身の健康保持および生活
安定のために必要な援助をし、健康医
療の向上および福祉の増進を包括的に
支援するため、高齢者の生活状況の把
握または健康に関する相談援助業務、
介護予防事業の企画運営に関する業務

パート労働者 社会福祉法人信愛会　特別養護老人ホーム土肥ホーム
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～17時15分

時給 (2)9時00分～13時00分

1,450円～2,500円 (3)13時00分～17時00
又は9時00分～17時00

静岡県伊豆市牧之郷　３９４－１１

80

ケアマネージャー
（介護支援専門員）

＜ケアマネージャー（介護支援専門
員）＞
・ケアプラン作成

・利用者宅への訪問あり
　訪問範囲は伊豆の国市、伊豆市（土
肥を除く）

パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 (2)8時00分～13時00分

1,300円～1,500円 (3)13時00分～18時00
又は8時00分～18時00

79

ホームヘルパー 介護保険法・障害福祉法に基づく、
ホームヘルパー他、関連する業務。
住宅で過ごされている方の生活をサ
ポートする仕事です。
生活援助、身体介護をします。
訪問範囲、伊豆の国市、伊豆市（土肥
除く）です。１日１～７件程度訪問し

パート労働者 交替制あり 有限会社　ツァートハイム　伊豆中央介護センター優しい家
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5年1月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5989-0481 従業員数 45人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080- 4364022 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-5588 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22030-12956521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 048-642-0982 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 11030-  184631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-6166 従業員数 14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 准看護師

求人番号: 22050- 9368821 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-979-1180 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日祝他 歯科衛生士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   25331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-7780 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  160431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-5678 従業員数 5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- 9371921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-3663 従業員数 26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-  116131 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-979-8102 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 司書 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 9291921 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3284321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-982-1481 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-   13531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6741-1345 従業員数 25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: 13100-  214431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0569-29-4997 従業員数 4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 あり

求人番号: 23070-  150031 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

静岡県伊東市富戸１０３８－８７　東大室管理センター内

時給 (2)9時00分～13時00分

960円～960円

静岡県伊東市川奈１２５８
　ニトリ　伊東川奈店

104

時短事務スタッフ
【伊東営業所】

営業所内での事務作業全般をお願いし
ます。
お仕事は先輩が丁寧にお教えします！

具体的には・・・
・ＰＣを使った書類作成、専用フォー
マットへのデータ入力・管理など一般

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　中京医薬品
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～12時30分

時給 (2)13時00分～18時00

1,280円～1,280円 (3)17時00分～22時00
又は8時00分～22時00

静岡県伊東市宇佐美

103

【短期】店舗スタッ
フ（週２０ｈ未満）
／伊東川奈店

荷受・品出し・レジ・事務作業・接
客・家具組立・梱包など

※１日３時間～、週２～５日、２ヶ月
未満の短期勤務
　勤務時間応相談


パート労働者 交替制あり 株式会社　ニトリ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～14時00分

時給

950円～960円
又は13時00分～19時30

静岡県伊東市荻５５６－１

102

（請）給食業務の調
理補助

・野菜の皮むき、洗い、刻み、鍋、釜
を使用して調理、調理補助、配食、配
膳などの関連した業務

・食器・施設等の片づけ、洗浄（手洗
い、洗浄機等）消毒などの清　掃


パート労働者 変形（1年単位） 株式会社レクトン　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)6時00分～12時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町上沢１０７－１

101

マンション共用部の
清掃員【伊東市荻】

マンション共用部清掃の仕事です。

○玄関・ロビー・大浴場・建物周辺の
清掃など

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急ハウジング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～14時00分

時給

1,043円～1,138円
又は8時30分～20時15

静岡県田方郡函南町間宮４２－１

100

司書（会計年度任用
職員）

函南町立図書館における窓口業務、電話対応、図書整理、選書、おはなし会などパート労働者 交替制あり 函南町役場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,136円～1,192円
又は7時15分～19時00

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４２６
南箱根ダイヤランド１３－２００
０

99

保育士 保育業務 パート労働者 交替制あり 三島函南広域行政組合
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 給食施設勤務
調理経験があれば尚
可

950円～950円
又は16時00分～19時00

静岡県田方郡函南町仁田４８０－１

98

調理師（シフティー
ン熱海）

シフティーン熱海において下記の業務
を担当していただきます。

＊有料老人ホームでの調理が主な仕事
になります。
＊料理盛り付け
＊食器・器具の洗浄

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シフト
雇用期間の定めなし (1)6時00分～9時00分

時給 (2)9時30分～17時15分

1,100円～1,200円
又は7時30分～18時00

静岡県田方郡函南町上沢２５－２

97

保育士 自然豊かな函南町にあり「心も体も大
きくなあれ」外遊び中心の保育を行っ
ています。子どもたちの成長を一緒に
見守っていきたいと思います。

日常保育を担当していただきます。


パート労働者 社会福祉法人栄和会　仁田マーガレット保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～15時45分

時給 歯科衛生士としての
経験・知識・技能1,200円～1,300円

又は9時00分～18時30

静岡県田方郡函南町上沢１５－３

96

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

パート労働者 いで歯科医院
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時30分～12時30分

1,800円～2,200円
又は8時30分～18時30

静岡県田方郡函南町仁田１４９－
１　西原様借店舗　２階　Ａ号室
「ペッピーキッズクラブ函南教
室」

95

看護師 ＜看護師（正看護師・准看護師）業務
＞
下記業務を担当していただきます。
・診察の介助、補助
・注射・点滴・採血・バイタルチェッ
ク等、外来患者への看　護業務
・診療器具等の滅菌、消毒

パート労働者 医療法人社団柊（整形外科函南クリニック）
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)14時30分～18時30

時給 日常英会話程度の語
学力がある方1,600円～2,500円

又は14時00分～21時00

静岡県田方郡函南町間宮７４２－１

94

子ども英会話講師
［田方郡函南町／函
南教室］

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

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

時給

944円～944円
又は13時00分～16時00

静岡県田方郡函南町柏谷２５９　
「湯～トピアかんなみ」

93

清掃（ＪＡふじ伊豆
天翔苑函南）

当社運営の葬儀場「ＪＡふじ伊豆天翔
苑函南」において下記の業務を担当し
ていただきます。

・葬祭ホール内の清掃

（遺族控室、組内控室、僧侶控室、廊

パート労働者 交替制あり 株式会社　農協葬祭
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)5時00分～7時30分

950円～950円92

早朝清掃スタッフ
（日帰り温泉施設の
浴室）／函南町

日帰り温泉施設「湯～トピアかんな
み」で、
営業時間外（早朝）に浴室内の清掃を
していただきます。

【具体的な仕事内容】
・浴槽の清掃

パート労働者 交替制あり Ｆｕｎ　Ｓｐａｃｅ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)4時30分～7時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年1月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-  233831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-6706 従業員数 7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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 3301821 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-  432231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 44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-  434431 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-  435731 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-  436331 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-  437631 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-  439131 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-  444731 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-  445331 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-  446631 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-  447931 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-  449031 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

1,200円～1,300円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

117

【短期募集】清掃／
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

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

116

【短期募集】洗い場
／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

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

115

【短期募集】配膳・
下膳／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

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

114

【短期募集】フロン
ト・予約／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。

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)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

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２
６７－２
（伊東園ホテル熱川）

113

【短期募集】調理／
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ヶ月未満）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,300円～1,400円

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２
６７－２
（伊東園ホテル熱川）

112

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル熱川

・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

1,300円～1,400円

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２
６７－２
（伊東園ホテル熱川）

111

【短期募集】清掃／
伊東園ホテル熱川

・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 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,800円～1,800円

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２
６７－２
（伊東園ホテル熱川）

110

【短期募集】調理／
伊東園ホテル熱川

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

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２
６７－２
（伊東園ホテル熱川）

109

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル
熱川

・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

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２
６７－２
（伊東園ホテル熱川）

108

【短期募集】ナイト
フロント／伊東園ホ
テル熱川

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

1,300円～1,400円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市湯川１丁目３番３号　　上條ビル５階

107

【短期募集】フロン
ト・予約／伊東園ホ
テル熱川

・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 会計事務所経験、経
理事務経験950円～1,100円

又は8時50分～17時30

静岡県伊東市寿町１－９
サガミシード（株）伊東ＳＳ

106

税務会計事務 事業所内での会計データの入力業務、
財務諸表の作成業務を中心におこなっ
ていただきます。
会計システムの他、ワード・エクセル
を使用した業務がメインとなります。

パート労働者 辻・本郷税理士法人　伊東事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,050円～1,550円
又は7時30分～20時00

105

ガソリンスタンドス
タッフ／伊東市

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

＊危険物、整備士　各資格取得制度あ
り

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし
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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5年1月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 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-  451431 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-  452731 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-  453331 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-  454631 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-  456131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 43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-  474831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 43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-  476531 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-  482831 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-  484531 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-  485431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-    1631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-    2931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-    9731 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市岡２８１

時給

950円～950円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

130

社員食堂の業務全般
【１０時～１４時３
０分】

社員食堂で従業員に提供する昼食等の
調理を行います。

決められたメニューの調理です。
食材の準備～仕込み～調理～片付け、
等


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

日給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

129

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

パート労働者 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)21時00分～7時30分

時給

1,200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）

128

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

パート労働者 変形（1年単位） 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)21時00分～7時30分

時給 (2)18時00分～23時00

1,200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）

127

【短期募集】洗い場
／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

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

126

【短期募集】配膳・
下膳／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

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２
４０－１４
（熱川ハイツ）

125

【短期募集】フロン
ト・予約／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。

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

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２
４０－１４
（熱川ハイツ）

124

【短期募集】清掃／
熱川ハイツ

・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 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,800円～1,800円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

123

【短期募集】調理／
熱川ハイツ

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)18時00分～23時00

1,200円～1,300円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

122

【短期募集】洗い場
／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ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給

1,200円～1,300円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

121

【短期募集】清掃／
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 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,800円～1,800円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

120

【短期募集】調理／
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

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

119

【短期募集】配膳・
下膳／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

118

【短期募集】フロン
ト・予約／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。

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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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年1月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140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-   10931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1311 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3298821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-4131 従業員数 65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- 3291421 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-8181 従業員数 64人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3295121 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-32-2853 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 あり

求人番号: 22110- 3724421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-0011 従業員数 65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- 3276321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-45-3989 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: 22052- 3281221 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-45-3989 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3282521 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-2425 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3280821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3802-8166 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: 13110-  178831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-805-3361 従業員数 6人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 14030-   20731 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0557-51-7508 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火他 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- 3299221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-1151 従業員数 44人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 三級自動車ガソリン・エンジン整備士

求人番号: 22052- 3300721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

静岡県伊東市吉田８３４

時給 (2)7時30分～16時30分 送迎車の経験があれ
ば尚可1,000円～1,200円

静岡県伊東市富戸１３１７－１１２１

143

キャディーマスター
室兼送迎ドライバー
業務

【キャディーマスター室業務】
○ゴルフバッグの積み下ろし、接客対
応
※５～１０キロほどの荷物の積み下ろ
しのため力仕事となります。○キャ
ディー室まわりの清掃、等


パート労働者 交替制あり 株式会社　サクセスリゾート川奈ゴルフ
ゴールド川奈カントリークラブ雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)10時00分～16時15

1,000円～1,000円 (3)17時00分～21時30
又は18時00分～21時30

静岡県伊東市富戸１３０５－８
（横浜藤よし　伊豆店）

142

ランチ週２～３回レ
ストラン勤務募集

【フリーランスとアルバイトを両立さ
せたい方歓迎】
【子育て中の方も歓迎】
伊豆高原にある、地元食材を使ったイ
タリアンレストラン『ミラコロ』にお
けるお仕事です。
○調理補助、料理盛りつけなどの厨房

パート労働者 交替制あり ミラコロ合同会社
伊豆高原　地元食材イタリアン　ミラコロ雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時15分

時給 (2)14時30分～20時00

944円～1,200円
又は6時30分～21時00

静岡県伊東市荻字城の木戸５８５
番地５
ダイナム静岡伊東店内

141

清掃等　店舗スタッ
フ・調理・調理補助

キッチン補助、配膳、片付け、清掃等
旅館及びグランピング全般の仕事で
す。
宿泊業のノウハウを生かし、新事業の
グランピングを皆で作りあげます。調
理経験者は、メニュー作成などお願い
いたします。

パート労働者 交替制あり 有限会社　横浜藤よし
雇用期間の定めなし (1)6時30分～12時30分

時給 (2)6時30分～10時00分

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１２５０－２３

140

清掃／ダイナム静岡
伊東店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など


パート労働者 株式会社　日本ヒュウマップ
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～20時00

1,200円～1,200円

静岡県伊東市吉田８３９－１

139

ペンション業務全般 ペンション業務全般
接客、配膳、清掃、調理補助の仕事で
す。
・お部屋へのご案内
・レストランサービス
・厨房での調理補助・洗い物など
・客室や共用部分の清掃、等

パート労働者 オレンジベリー
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)18時00分～21時00

950円～950円

静岡県伊東市吉田８３９－１

138

洗い場兼調理補助 レストラン等で提供する食事の食器洗
浄（主に食洗機使用）および、軽度な
調理補助（盛付など）・下準備　等

※ごく簡単な包丁作業あり。
　火を使う調理は担当しません。


パート労働者 交替制あり 紀州ホテル株式会社
『伊豆一碧湖レイクサイドテラス』雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時00分

時給 (2)17時00分～21時00

950円～950円

静岡県伊東市竹の内１－３－６

137

レストランサービス レストランホールサービス係
●朝食・夕食の提供・給仕　
●飲料の提供・給仕
●接客
●軽度な調理補助
●レストラン清掃


パート労働者 変形（1年単位） 紀州ホテル株式会社
『伊豆一碧湖レイクサイドテラス』雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時30分

時給

950円～1,200円
又は6時00分～22時00

静岡県伊東市八幡野１１７２－２『ミクニ伊豆高原』

136

接客係 暖香園ホテルでの接客係としての勤務
です。
○宿泊客、来園客への館内のご案内
○朝食、夕食会場の準備
　テーブル、お座布団のセッティング
　グラス、小皿、ドリンク等の準備
○食事中の接客

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　暖香園
雇用期間の定めなし

時給 調理経験

1,300円～1,300円
又は9時00分～21時00

静岡県伊東市竹の内１－１－３

135

洋食調理補助【ミク
ニ伊豆高原】

隅研吾氏と三國清三氏がおくるオリー
ブと海の幸、山の幸
を活かした地中海料理のスマートなカ
ジュアルレストランです。
　オーナーシェフの味を支える調理ス
タッフ兼パティシエを
　募集します。

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

時給

950円～1,000円
又は7時30分～20時00

静岡県伊東市広野２丁目２番５号

134

フロント係 ホテルのフロントに関する業務を担当
します。

○フロントでのお客様の対応、及び会
計業務

○チェックイン・チェックアウト時の

パート労働者 交替制あり ホテル　ラヴィエ川良
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 接客業経験

1,100円～1,200円

静岡県伊東市富戸１００７－２１

133

客室係【緑涌】 伊東小涌園の離れである露天風呂付
『緑涌（りょくゆう）』という宿の客
室係の募集です。

お客様への挨拶から接客対応、見送り
までの全般的なお仕事です。


パート労働者 伊東リゾ－トサ－ビス株式会社
「伊東小涌園」・「伊東緑涌」雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～21時30

時給

1,000円～1,100円
又は10時00分～16時00

静岡県伊東市岡２８１

132

清掃 清掃会社が行った清掃後の客室チェッ
クが主な仕事です

○チェックインまでの間にチェック作
業を行います。

○その他、ガラス・網戸等の清掃、

パート労働者 株式会社　サンザ
『ウブドの森　伊豆高原』雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給

950円～950円131

社員食堂の業務全般
【１５：００～１
９：３０】

社員食堂で従業員に提供する夕食の調
理を行います。

決められたメニューの調理です。
食材の準備～仕込み～調理～片付け、
等


パート労働者 株式会社　聚楽
『伊東ホテルジュラク』雇用期間の定めなし (1)15時00分～19時30
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年1月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-51-1115 従業員数 94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 あり

求人番号: 22052-   15531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 048-642-0982 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 11030-  183331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0362 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3296021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-0011 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22052-    5831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-47-6200 従業員数 90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-   11131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23030-  280931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0562-93-0151 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 23030-  281131 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-36-9069 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052- 3287121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-2733-2441 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 小学校教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22052-   19631 各種保険： 労災 月平均 中学校教諭免許（専修・１種・２種）

     TEL: 0557-37-1886 従業員数 3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- 3267421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0030 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-    7531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3302 従業員数 180人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 3288021 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3302 従業員数 180人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 3289721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊東市広野１丁目３－３３
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内務区分【伊東郵便
局】

　郵便物の区分等の作業をしていただ
きます。
　
　伊東郵便局から配達する郵便物を仕
分けする作業です。

　※立ち仕事となります。

パート労働者 日本郵便株式会社　伊東郵便局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時00分～19時45

時給

970円～1,130円

静岡県伊東市松原７７１番１３号
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内務区分（朝）【伊
東郵便局】

　郵便物の区分等の作業をしていただ
きます。
　
　伊東郵便局から配達する郵便物を仕
分けする作業です。

　※立ち仕事となります。

パート労働者 日本郵便株式会社　伊東郵便局
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～9時00分

静岡県伊東市広野１丁目３－３３

時給

970円～1,130円

時給 (2)8時30分～17時30分

1,050円～1,200円 (3)9時30分～18時00分
又は7時00分～18時00

静岡県伊東市湯川１丁目１１番８号

154

保育士 ２０１９年４月、小規模保育所として
認可を受けてスタートしまし
た。少人数ならではのアットホームな
保育を目指しています。

また、併設のデイサービスを利用する
高齢者や障害者と交流があります。

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　えん
『小規模保育所　えん』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

950円～950円

静岡県伊東市富戸９２５－３８
【伊豆高原ＢＡＳＥ施設】
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障害のある方への生
活支援及び調理補助

障害のある方への就労支援センター
（定員２０名）における業務です。障
害のある方への生活及び就労支援を行
い、一般就労につなげるお手伝いをし
ます。
○甘味処や出張所での調理・接客
（甘味処席数：１０席　出張所：１６

パート労働者 特定非営利活動法人　　　　　　　　　
地域生活・就労サポートセンターすう雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時30分

時給 (2)10時00分～17時00

1,000円～1,000円

静岡県伊東市宇佐美２３５０－１
『コルテシア』

152

児童指導員・保育士
＊急募＊

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

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

時給

1,100円～1,200円
又は6時00分～20時00

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」
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調理職（住宅型有料
老人ホーム）【伊東
市】

利用者様及び職員の朝・昼・夕食　各
５０食程度の料理を作っていただきま
す。

〇仕込み、料理、飾り付け、片付け、
清掃、等
〇仕入れ業務：食材の発注、管理

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)10時00分～19時00

955円～1,200円

静岡県伊東市富戸１１０５－２５
「グループホーム伊東」
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介護職（グループ
ホーム伊東）

〈　介護業務　〉
　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等

　・レクレーション等


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

時給 (2)10時00分～19時00

955円～1,200円 (3)17時00分～10時00

静岡県伊東市宇佐美２４０３－１
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介護職（グループ
ホーム伊東）

＜介護業務全般＞

　利用者様の介護等

　・食事、入浴、トイレ介助等
　・レクリエーション等


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

時給 (2)7時30分～16時30分

944円～950円 (3)8時30分～17時30分
又は8時30分～17時30

静岡県伊東市松原６５７番１９
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介護職員 特別養護老人ホームの入所者、利用者
に対する介護業務
○入浴介助、食事介助、排泄介助等の
生活援助

※入所者　　　　　　９０名
　ショートスティ　　２０名

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人鑑石園
『特別養護老人ホーム　うさみの園』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

1,700円～1,800円
又は8時00分～17時00

静岡県伊東市東松原町１６－３
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看護師業務 有料老人ホーム「帆来村」施設内に於
ける、看護師スタッフの募集です。
○入居者様の健康管理
（バイタルチェック・観察・服薬管
理、等）
○医師の指示による医療的処置
○医療機関受診の際の同行

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シリセス
【住宅型有料老人ホーム　帆来村】【デイ
サービス　シリセス】

雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 (2)14時30分～18時00 レセコンが使える方

1,000円～1,200円

静岡県伊東市和田２－４－３　稲
葉ビル１Ｆ
「ペッピーキッズクラブ伊東教
室」
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医療事務 消化器科・外科・内科・肛門科・皮膚
科の外来診療を行うクリニックでの業
務です。
○レセプト入力
○事務・受付対応
（予約受付、精算、電話応対　等）
○院内清掃　等

パート労働者 医療法人社団　洛風会
たかやす医院雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給 日常英会話程度の語
学力がある方　1,600円～2,500円

又は14時00分～21時00

静岡県伊東市富戸１３１７－１３
　伊豆シャボテン動物公園
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子ども英会話講師
［伊東市／伊東教
室］

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

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

時給 (2)8時35分～16時20分 動物に関する学科を
卒業、又は動物関係
施設等で飼育業務経

1,050円～1,050円144

動物飼育・イベント
管理（伊豆シャボテ
ン動物公園）

伊豆シャボテン動物公園での動物飼育
業務です。

・動物者の清掃（水とデッキブラシを
使用）
・動物者の外の掃除（ちりとりとほう
きを使用）

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　伊豆シャボテン公園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時35分～17時20分
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