
【熱海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: 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: 03-3297-3974 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水木金土日他 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: 13010-29393522 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3255-5011 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-31543622 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 35人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-29279922 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-23384022 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-23386222 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-26629222 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-26630722 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-26631822 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 49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: 13010-26768422 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 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 あり

求人番号: 13010-24724122 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 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 あり

求人番号: 13010-24727822 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 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 あり

求人番号: 13010-24868022 各種保険： 労災 月平均 10時間

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）

時給 (2)15時00分～21時00

944円～1,200円 (3)9時00分～18時00分

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

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

13

ホテルのフロントス
タッフ／静岡県熱海
市／未経験歓迎

【仕事内容】あたみ／大江戸温泉物語

・チェックイン、チェックアウト準備
・チェックイン、チェックアウトの各
種ご案内
・レジ操作
・売店業務

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)12時00分～21時00

時給 (2)17時30分～21時30

950円～1,100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）

12

ホテルの洗い場ス
タッフ／静岡県熱海
市／土日

【仕事内容】あたみ／大江戸温泉物語

・レストランや調理場で使用する食器
等の洗浄
・洗い場の清掃
・整理整頓


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)7時30分～11時30分

時給 (2)17時30分～21時30

950円～1,100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）

11

ホテルの洗い場ス
タッフ／静岡県熱海
市／平日

【仕事内容】あたみ／大江戸温泉物語

・レストランや調理場で使用する食器
等の洗浄
・洗い場の清掃
・整理整頓


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)7時30分～11時30分

時給

1,500円～1,500円
又は8時30分～18時00

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）

10

短期／ホテルの車両
スタッフ／静岡県熱
海市／未経験歓迎

≪短期≫即日～１月９日まで

【仕事内容】あたみ／大江戸温泉物語

・お客様車両の誘導
・お客様のお出迎え、荷物の運搬
・その他関連業務

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ヶ月未満）

時給 (2)18時00分～23時00

1,300円～1,300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）

9

短期／ホテルの洗い
場スタッフ／静岡県
熱海市伊豆山

≪短期・高時給≫即日～１月１０日ま
で

【仕事内容】大江戸温泉物語／水葉亭
・バイキングで使用した食器（皿・ト
ング・ボウル・トレー等）
・宴会場から出た食器（小皿・鍋・レ

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ヶ月未満）(1)8時00分～11時00分

時給

1,500円～1,500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）

8

短期／ホテルの調理
スタッフ／静岡県熱
海市伊豆山

≪短期・高時給≫即日～１月１０日ま
で

【仕事内容】大江戸温泉物語／水葉亭

・野菜のカット
・肉、魚の下処理

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ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給

1,400円～1,400円

静岡県熱海市初島８００番地１階
エクシブ初島

7

短期／ホテルのレス
トランスタッフ／静
岡県熱海市伊豆山

≪短期・高時給≫即日～１月１０日ま
で

【仕事内容】大江戸温泉物語／水葉亭
・ホテルのバイキングレストランにて
ホール業務
・お客様のご案内

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ヶ月未満）(1)6時00分～22時00分

時給 (2)11時00分～20時00

1,600円～1,700円 (3)14時00分～22時00

静岡県熱海市初島８００番地１階
エクシブ初島

6

調理補助／静岡県熱
海市

調理業務全般

・調理、調理補助
・食材仕込み
・料理盛り付け
・洗浄、厨房清掃
・衛生管理

パート労働者 コンパスグループ・ジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～14時30分

時給 (2)11時30分～20時30

1,400円～1,500円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第１ビル２階
当社　別荘事業部　※特記事項欄
要確認

5

洗浄担当／静岡県熱
海市

病院内厨房にて洗浄業務を担当して頂
きます

・洗浄　
・清掃　等


パート労働者 交替制あり コンパスグループ・ジャパン株式会社
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 (2)9時00分～18時00分 電話やメール等にお
けるビジネスマナー
サービス業務経験者

1,000円～1,500円

静岡県熱海市小嵐町

4

【急募】貸別荘の管
理運営スタッフ
（パート・アルバイ
ト）

貸別荘施設運営に関わる管理全般・事
務
・接客、電話対応
・宿泊予約管理
・施設設備管理
他付随する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

月給

1,149円～1,149円

静岡県熱海市西山町２０－６　秀和熱海西山レジデンス

3

マンション管理員／
静岡県熱海市

２月１日～勤務開始

簡易受付
共用部簡易清掃
巡回
管球類交換
掲示板整理等

パート労働者 株式会社　サニーライフ
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

1,200円～1,200円

静岡県熱海市泉２３１－３６
「けあビジョンホーム熱海」

2

マンション清掃員／
熱海

分譲マンション共用部分の日常清掃、
ゴミ処理
具体的には、ゴミ置き場の清掃、ゴミ
の分別、ゴミ出し、
エントランス、廊下、階段、エレベー
ターの掃き拭き掃除など簡単な日常清
掃のみ。

パート労働者 レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～11時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

944円～944円 (3)10時00分～19時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

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

≪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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【熱海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: 050-3665-9236 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 あり

求人番号: 13010-24871422 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 58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: 13010-24873822 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-45353922 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 7人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-45378822 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-45287122 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: 03-5338-0210 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080- 3651622 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 13080- 1458622 各種保険： 労災 月平均 5時間

     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: 13090-47189221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46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: 13090-47194721 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: 13090-47198421 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: 13090-47201521 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

時給

950円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

26

ホテルの客室清掃ス
タッフ／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

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

時給 (2)16時30分～22時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

25

バイキングレストラ
ンスタッフ／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ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給

1,200円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

24

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／アタ
ミシーズンホテル

・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～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市泉４１３－１２６
当社　ベストライフ熱海

23

ホテルのフロント・
予約スタッフ／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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

1,800円～1,800円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市熱海１８００
西熱海ゴルフコース　当社イベン
ト会場

22

看護師パート（日勤
のみ・夜間オンコー
ル無し）／湯河原駅

介護付き有料老人ホームの看護師さん
のお仕事です。
ご入居者様の日々の健康管理業務、そ
してなにかあった際の提携の
医療機関への上申がメインです。
・配薬管理
・提携医療機関への上申、訪問診療時

パート労働者 株式会社　ベストライフ中部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市林ガ丘町４－１

21

西熱海ゴルフ／ゴル
フ場でのキャンペー
ンイベントスタッフ

ゴルフ場のショートホールにてプレイ
ヤーに、チャレンジイベントへの参加
呼びかけをしていただきます。

チャレンジ参加者にはクジ抽選と賞品
をお渡しします。
ゴルフの知識は不要です。

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

20

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
「スパリゾートリブマックス」内
レストラン（当社店舗）

19

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

1,500円～1,500円
又は5時00分～23時00

静岡県熱海市渚町２２－１０
リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅ
ａｎ

18

調理スタッフ／熱海
シーフロント

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

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

時給

1,100円～1,375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

17

ナイトフロントス
タッフ（熱海Ｏｃｅ
ａｎ）

「リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅａ
ｎ」のナイト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)22時00分～7時00分

時給

1,100円～1,375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）

16

ナイトフロントス
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」のナイト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)22時00分～8時00分

時給 (2)7時30分～22時00分

960円～1,250円 (3)17時00分～22時00

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）

15

ホテルのレストラン
スタッフ／静岡県熱
海市／未経験歓迎

【仕事内容】あたみ／大江戸温泉物語

・レストラン入口での受付
・料理提供
・アルコール提供
・ウエイター
・下膳を含む接客全般

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～21時30分

時給

960円～1,250円
又は8時00分～18時00

14

ホテルの車両スタッ
フ／静岡県熱海市／
経験者優遇

【仕事内容】

・玄関前でのお客様乗車整理
・駐車場誘導
・運転によりお客様の車を先導、駐車
場までご案内


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）
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【熱海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 46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: 13090-47204621 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: 13090-47207021 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: 13090-47210421 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 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: 13090-47214121 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 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: 13090-47222921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52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: 13090-47228521 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: 13090-47234821 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: 13090-47242821 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52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: 13090-47246321 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: 13090-47252521 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: 13090-47259721 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 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: 13090-47262321 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: 13090-47304021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

時給

1,000円～1,200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）

39

ホテルのフロント・
予約スタッフ／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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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～1,300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）

38

ホテルの施設管理ス
タッフ／ウオミサキ
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30分～21時00

1,000円～1,000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）

37

ホテルの調理補助ス
タッフ／ウオミサキ
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～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,100円～1,300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）

36

ホテルの調理スタッ
フ／ウオミサキホテ
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)17時00分～22時30

950円～970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）

35

ホテルの洗い場ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

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

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

時給

950円～970円
又は9時00分～15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）

34

ホテルの客室清掃ス
タッフ／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

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

1,000円～1,000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）

33

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給

1,200円～1,200円
又は20時00分～9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）

32

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／ウオ
ミサキホテル

・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～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

31

ホテルのフロント・
予約スタッフ／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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

30

ホテルの施設管理ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

・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)15時00分～21時00

950円～950円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

29

ホテルの調理補助ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

・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～11時00分

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

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

28

ホテルの調理スタッ
フ／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ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)17時00分～22時00

950円～950円27

ホテルの洗い場ス
タッフ／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ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

3/10



【熱海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 142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: 13090-47307221 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: 13090-47311121 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: 13090-47312021 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47314821 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: 13090-47315221 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: 13090-47318321 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 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: 13090-47320021 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 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: 13090-47370721 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47371821 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: 13090-47374421 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: 13090-47376621 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-47379021 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: 13090-47382421 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

時給 (2)15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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

52

ホテルの調理スタッ
フ／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ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給 (2)18時00分～23時00

950円～1,100円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

51

ホテルの洗い場ス
タッフ／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ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

950円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

50

ホテルの客室清掃ス
タッフ／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

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

時給 (2)16時00分～22時00

1,100円～1,500円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

49

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／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ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給

1,200円～1,200円
又は20時00分～8時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

48

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／ホテ
ル大野屋

・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～20時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

47

ホテルのフロント・
予約スタッフ／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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

46

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

・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)14時30分～20時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

45

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

・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)14時30分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,300円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

44

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル熱
海館

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～21時30

950円～1,000円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

43

ホテルの洗い場ス
タッフ／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ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給

950円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

42

ホテルの客室清掃ス
タッフ／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

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

時給 (2)16時00分～21時30

1,000円～1,200円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

41

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／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ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給

1,200円～1,200円
又は20時00分～9時00

40

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル熱海館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）
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【熱海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 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: 13090-47385921 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 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: 13090-47386121 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 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 

     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 

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

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）

65

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

1,200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）

64

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）

63

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）

62

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）

61

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）

60

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

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

59

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

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）

58

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）

57

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

1,200円～1,200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）

56

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

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

55

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

1,200円～1,500円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

54

ホテルの施設管理ス
タッフ／ホテル大野
屋

・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～20時00

950円～1,100円53

ホテルの調理補助ス
タッフ／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ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分
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【熱海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 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: 0422-37-5218 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170-36593321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 14010-61531221 各種保険： 労災 月平均 言語聴覚士

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 その他の福祉・介護
関係資格

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: 14010-61550621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 0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: 14080-17251621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0467-73-8920 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14080-17254021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-281-7890 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-35190121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-204-4000 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-33721221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-204-4000 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010-33724321 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市伊豆山２６２－２４
ヴィンテージ熱海桃山

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山２６２－２４
ヴィンテージ熱海桃山

78

（請）マンション管
理員補助／熱海市

マンションの管理員補助業務を行って
いただきます。
・管理員の補助
・植栽への散水等

※シフト制・週３日～４日の勤務です

パート労働者 交替制あり アイワマネージメント　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市水口町２－１２－３
かんぽの宿熱海本館

77

（請）マンション清
掃員／熱海市伊豆山

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

※シフト制・週２日～３日で応相談

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

時給 (2)21時30分～7時30分

1,050円～1,150円

静岡県熱海市中央町１９－３９

76

（請）夜間フロント
／熱海市水口町

巡回・簡単な掃除・簡単なお客様対応


※バイク・車通勤可

※ダブルワーク可

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)19時30分～5時30分

時給 (2)8時00分～12時00分

1,350円～1,350円
又は8時00分～22時00

静岡県熱海市下多賀池田８９６－１

75

〈急募〉スーパーの
品出しスタッフ◆短
時間～８時間までＯ
Ｋ

大手スーパーにて、品出し業務のお仕
事です。主に商品陳列・補充・整理等
簡単な作業です。短時間（ＡＭのみや
夕方から）とフルタイム（８時間）か
らお選びください。幅広い年代の男女
活躍中！
＊しっかりフォローしますので、安心

有期雇用派遣パート 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)18時00分～22時00

時給 (2)8時00分～12時00分

1,350円～1,350円
又は8時00分～22時00

静岡県熱海市清水町１８－３　当法人施設

74

〈急募〉スーパーの
品出しスタッフ◆短
時間～８時間までＯ
Ｋ

大手スーパーにて、品出し業務のお仕
事です。主に商品陳列・補充・整理等
簡単な作業です。短時間（ＡＭのみ又
は夕方から）やフルタイム（８時間）
もお選びいただけます。
＊しっかりサポートしますので、安心
です。

有期雇用派遣パート 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)18時00分～22時00

時給 実務経験５年（下記
免状未取得者は１０
年）以上あり、

1,600円～1,600円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３　当法人施設

73

児童発達支援管理責
任者【熱海ひかり】

・法人の運営する通所施設で知的障害
児の放課後等　　　　　　　　デイ
サービス（児童福祉法による）を提供
しております。

・放課後や土曜日、学校休業日におい
て子供たちが安全に

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし

時給

1,250円～1,250円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市渚町２－５
「ジョナサン　熱海サンビーチ
店」

72

専門的支援スタッフ
【熱海ひかり】

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です

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

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　障害福祉支援もえぎ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時00

時給

990円～1,040円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

71

朝清掃（ジョナサン
熱海サンビーチ店）

◎店舗全体の清掃作業全般を担当して
いただきます（２時間程度）

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

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～8時30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）

70

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）

69

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）

68

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）

67

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

66

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）
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【熱海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: 054-266-3216 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: 054-353-6868 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22040- 8440821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-2241 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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- 9157021 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 12人

年　　齢: 74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- 8891221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 8879621 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8883221 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15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- 8885421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8886321 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68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- 8859521 各種保険： 労災 月平均 

     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- 8862921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8935921 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

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

求人番号: 22052- 3124221 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-81-3515 従業員数 54人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9111421 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県熱海市上宿町１４－１５

時給

950円～950円

静岡県熱海市緑ガ丘町９番７号

91

事務の補助 ・事務の補助　等
　書類整理、パソコン・スマートフォ
ンを使用したデータ入力、窓口業務等
が主な仕事になります。

※未経験者の応募歓迎。勤務中も税務
署職員が近くにいてサポートしますの

パート労働者 熱海税務署
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～15時30分

時給

1,610円～1,710円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市下多賀４７７

90

ホームヘルパー【熱
海】

ホームヘルパーとして高齢者のお宅を
訪問します。
居宅での調理・食事・排泄・入浴等の
支援を行います。

※業務に自家用車を使用できる方を希
望します。

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）

時給 (2)8時30分～11時30分

1,000円～1,030円 (3)8時30分～16時00分

静岡県熱海市昭和町２０－５

89

（請）病院内日常清
掃

病院内における廊下、階段、診察室、病室、食堂、トイレ洗面などの日常清掃になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初心者の方でも現場にてスタッフの指導の元、出来るようになりますので、ご安心ください。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)6時00分～16時00分

時給

944円～944円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市中央町１４‐２６

88

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

時給 ローマ字入力ができ
ること950円～950円

又は8時00分～19時00

静岡県熱海市田原本町３－６

87

配車係 配車依頼を電話で受けパソコンに入力しタクシーへ配車をする業務です。パート労働者 交替制あり 熱海第一交通　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,300円
又は9時30分～21時00

静岡県熱海市田原本町３－６

86

すしカウンター業務 ・寿司調理
・料理の仕込み
・その他調理全般

※お魚捌きは専門職が行うので、「さ
くどり」や「切りつけ」、「握り・巻
物」がメインです。

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給 (2)17時00分～20時30

1,100円～1,150円

静岡県熱海市田原本町７－１

85

ホールスタッフ ・オーダー取り
・料理の配膳
・お客様のご案内
・テーブル整頓
・お会計業務
・その他ホールに関する業務

パート労働者 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)11時00分～16時00

時給

1,100円～1,300円
又は9時30分～21時00

静岡県熱海市田原本町７－１

84

すしカウンター業務 ・寿司調理
・料理の仕込み
・その他調理全般

※お魚捌きは専門職が行うので、「さ
くどり」や「切りつけ」、「握り・巻
物」がメインです。

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給 (2)17時00分～20時00

1,100円～1,150円

静岡県熱海市伊豆山８２４ー５
東急ハーヴェストクラブ

83

ホールスタッフ ・オーダー取り
・料理の配膳
・お客様のご案内
・テーブル整頓
・お会計業務
・食器の洗浄
・その他ホールに関する業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)11時00分～16時00

時給

945円～1,100円

静岡県熱海市西山町４３番１号

82

（請）ホテル日常清
掃

ホテル共用部、浴場清掃、各所分担し
て作業します。

熱海駅まで送迎バスを運行しています
ので、通勤に便利です。

週２日から５日の勤務可能です。

パート労働者 有限会社　東海システムサービス
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時00分

時給

1,100円～1,100円
又は22時00分～8時00

静岡県熱海市上多賀１０１６－１
０
特別養護老人ホーム海光園　内厨
房

81

巫女 神札・お守り・おみくじの頒布
祈祷のお手伝い　ご参拝の方の対応
その他

パート労働者 交替制あり 宗教法人　来宮神社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)10時00分～19時00 ・厨房での業務経験

944円～980円 (3)15時00分～19時00

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

80

海光園／特別養護老
人ホームでの調理補
助

（請負業務）
○老人ホームでの食事作り（調理業
務）
　仕込み、盛付、洗浄　等

未経験でも丁寧に指導します。


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

時給

1,615円～1,615円79

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
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【熱海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: 0557-81-3384 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: 0557-81-9171 従業員数 700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- 9113621 各種保険： 労災・財形 月平均 

     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: 0557-86-1193 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水日他 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- 9044721 各種保険： 労災 月平均 

     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 

     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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8922221 各種保険： 労災 月平均 

     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 

     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: 0557-55-9510 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 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- 9234121 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-9510 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 調理師 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 9235021 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル株式会社２階　２０８号、２０９号

時給 (2)17時00分～21時00 経験者歓迎します
が、調理が好きであ
れば可

1,000円～2,000円

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル株式会社２階　２０８号、２０９号

104

寿司職人（見習い） カウンターの仕事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魚の仕込み、一品料理、デザート、盛り付け等の補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊未経験者の方も基礎から指導します　　　　　　　　　　　　　＊イタリアン、フレンチ他業界経験者歓迎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～店主から一言～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品の開発に参加し営業にも自分の個性、技術を出し、しっかり本物の寿司を作って、お客さまがなごみ楽しんでもらえるようがんばって頂きたいと思います。パート労働者 すし処和楽
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)16時00分～21時00

1,000円～1,300円

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

103

ホール、洗い場、清
掃

＊ホールの接客業務全般
・接客、ドリンク、会計
＊店舗の朝の清掃と食器洗いの仕事
＊営業終了後の店内の片付け

パート労働者 すし処和楽
雇用期間の定めなし (1)11時00分～16時00

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

102

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

静岡県熱海市伊豆山１０４８番４

101

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

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海２階

100

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

1,050円～1,100円
又は15時00分～21時00

静岡県熱海市青葉町２６番１１号

99

ベーカリーカフェ
ホールスタッフ（ラ
スカ熱海）

【ベーカリーカフェホールスタッフの
業務内容】

・パンの陳列、パンの袋詰め等
・レジ業務、
・ドリンクの作成提供
・店内の清掃

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 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

静岡県熱海市田原本町８－９

98

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 普通自動車運転免許

1,100円～1,300円
又は9時30分～17時00

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

97

営業アシスタント・
営業事務

○営業アシスタント・事務
　・不動産営業の事務サポート
　・チラシ作成、Ｗｅｂサイトへの入
力
　・ＤＭ作成等
　・その他営業関係事務


パート労働者 アタミリゾートナビ株式会社
雇用期間の定めなし

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

96

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

静岡県熱海市東海岸町１３－１

95

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 医療事務業務経験

980円～980円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市和田浜南町５－８

94

医療事務（事務職
員・事務クラーク）

受付、算定、レセプト（電子カル
テ）、外来・病棟での
クラーク業務など。

パート労働者 国際医療福祉大学熱海病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30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

93

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92

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
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【熱海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: 0557-28-0111 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水他 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- 8946721 各種保険： 労災 月平均 30時間

     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: 0557-81-5911 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22050- 9297521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 59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- 3161621 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5191 従業員数 24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- 8877421 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-4141 従業員数 4人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 9196321 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-5627 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 １級さく井技能士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級さく井技能士

求人番号: 22050- 8821021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-6339 従業員数 9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- 9336521 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2184 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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- 9003721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2797 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8996021 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2797 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 8997721 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 69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- 9129321 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 8983421 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

時給 簿記３級程度の経理
知識1,200円～1,500円

又は9時00分～18時00

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

117

業務（総務・経理）
事務スタッフ　（ホ
テルリゾーピア熱
海）

ホテルの管理部門での主に経理事務業
務です。
１日８時間、週４～５日できる方歓迎
いたします。
ご相談ください。
大まかな仕事として下記の業務があり
ます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社
ホテルリゾーピア熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 接客経験必須。

1,200円～1,500円

静岡県熱海市林ガ丘町２－１６

116

ホテル内バースタッ
フ

ホテル内のバー＆カラオケでお客様か
らオーダーのあったドリンクを作った
り、簡単なおつまみを提供したりする
お仕事です。
１店を１日１人でオープン準備からク
ローズ後の経理処理まで行って頂きま
す。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社
ホテルリゾーピア熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)17時00分～23時00

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市昭和町２０－２０
熱海所記念病院

115

（請）清掃 リゾートマンションでの日常清掃作業
１．大浴場清掃
２．共用通路、ロビー、エントラン
ス、共用トイレ
３．敷地内植木水やり、除草、落葉掃
き
４．夏期プールサイド清掃

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス　熱海支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時30分

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱海第一ビル６階

114

（請）清掃員 病院内の清掃
玄関・廊下・待合ロビー・階段・トイ
レ・浴室、診察室、
病室等の清掃及びゴミ回収

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス　熱海支店
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 歯科衛生士

1,200円～1,500円
又は11時00分～20時00

静岡県熱海市中央町１番２６号

113

歯科衛生士 ・患者に対する歯科指導
・歯のクリーニング
・園児（保育園・幼稚園）の歯科検診
・院内専用パソコンでの診療入力（衛
生士作業のみ）

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　愛歯科診療所
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

950円～1,000円
又は12時30分～15時30

静岡県熱海市桜町１３－２６

112

介護予防体操スタッ
フ

熱海市内の公共施設などで、体の健康を大切にしている方に対して介護予防のための体操を指導する仕事です。パート労働者 社会福祉法人　熱海市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時30分

日給 温泉掘さく工事、修
理、管理、設計、施
工、温泉現地改修工

1,419円～2,322円

静岡県熱海市田原本町３－６

111

さく井 温泉掘さく工事、修理、管理、設計、施工、温泉現地改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊　急　募　＊＊＊パート労働者 株式会社八代ボーリング
雇用期間の定めなし (1)7時45分～17時00分

時給

1,200円～1,400円

静岡県熱海市水口町１－７

110

ホールスタッフ 注文取り、店内清掃
野菜きざみ、カット等の調理補助
商品提供
レジ清算
洗い物
立ち仕事が中心です

パート労働者 交替制あり 有限会社熱海フードセンター
雇用期間の定めなし (1)16時00分～22時00

時給

950円～1,100円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市伊豆山８２４－５
【東急ハーヴェストクラブ熱海伊
豆山＆ＶＩＡＬＡ】

109

厨房洗い場兼調理補
助

旅館厨房洗い場業務
館内厨房での食器洗い（手洗い、食洗
器利用あり）
厨房での調理補助（食材洗い、簡単に
切る等）
その他、関連業務（厨房清掃、片付け
等）

パート労働者 株式会社　三平荘
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市田原本町３番８号

108

客室清掃スタッフ
【熱海市伊豆山】：
年末年始アルバイト

ホテル客室清掃
○掃除機をかける
○ゴミの片付け
○洗面・風呂・トイレなど水回りの拭
きあげ、等

客室数：１８２部屋

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急ハウジング
日雇（日々雇用または１ヶ月未満）(1)9時45分～14時45分

時給

1,050円～1,050円

静岡県熱海市田原本町３－１熱海魚熊ビル４Ｆ

107

そば屋ホール係 接客　配膳　店舗掃除 パート労働者 手打ちそば泉八
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)9時30分～18時00分

1,100円～2,000円

静岡県熱海市田原本町１１－１ラスカ熱海２階

106

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 (2)17時00分～21時30

1,100円～1,300円
又は10時00分～20時00

105

飲食店サービス販売
テイクアウト

私どもは熱海駅ラスカ駅中にございま
すピザとジェラートとバリスタの淹れ
る本格コーヒーを主に販売するイタリ
アンレストランでございます。
主にホールスタッフを募集、土日の調
理補助も同時募集、
レジや、ドリンク、接客、注文はタブ

パート労働者 交替制あり 合同会社　ＬＥＯＮＥ９
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00
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【熱海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: 0557-82-2182 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- 8984321 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60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 介護福祉士

求人番号: 22050- 9193221 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-3337 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052- 3085721 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-67-3003 従業員数 131人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 9295821 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-54-1433 従業員数 15人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3260921 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     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: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052- 3261121 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-82-5353 従業員数 13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- 9019121 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     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: 0557-82-9106 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- 9323121 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市伊豆山２６９
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新型コロナウイルス
感染症対策関連業務

静岡県熱海健康福祉センターにて（会
計年度任用職員）
＊新型コロナウイルス感染症対策にお
ける一般事務補助
＊その他保健所業務の補助

パート労働者 静岡県熱海健康福祉センター
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～17時00

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
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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

静岡県熱海市水口町１３番１５号

時給 (2)10時00分～16時00

949円～1,115円

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
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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
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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
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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番２３号
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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)16時30分～20時30

950円～1,300円

静岡県熱海市熱海１８９１－５２

　　　『関東百貨店健保　とよさ
か』

124

客室係 夕食・朝食の配膳、客室の清掃 パート労働者 交替制あり ホテル　かつら
雇用期間の定めなし (1)6時30分～11時30分

時給 (2)16時30分～20時30

1,200円～1,200円

静岡県熱海市熱海１８９１－５２

　　　『関東百貨店健保　とよさ
か』
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保養所内食堂での接
客対応【熱海】

保養所内食堂での接客の仕事です。
○夕食・朝食時における厨房での配
膳・下膳業務
○食堂内でのお客様の接客対応及び食
事や飲み物の提供など
○食堂の片付け・食器洗い等
○客室の片付け・布団の上げ下げ

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)7時30分～11時30分

日給

1,562円～1,562円

静岡県熱海市初島８００

122

保養所のナイトフロ
ント【熱海】

保養所のナイトフロントの仕事です。
○深夜の施設内巡回
○翌日の営業のための簡単な準備作業
○深夜のフロント対応、電話応対
○館内及び周辺の簡単な清掃作業

※客室数　１５室　食堂席数：５０席

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)19時30分～7時30分

時給 接客経験・レジ経験
者1,100円～1,300円

静岡県熱海市咲見町

121

レストラン　サービ
ス

・店内接客
・レジ対応

※　ホテル内ラウンジでのお仕事で
す。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） リゾートトラスト株式会社　グランドエクシブ初島クラブ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給 清掃経験

1,100円～1,100円

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１
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マンション清掃ス
タッフ【熱海市】

リゾートマンション内の清掃スタッフ

●エントランス、ロビー清掃
●浴場清掃（大浴場、露天風呂）
※高圧洗浄機を使用する作業もありま
す。
●各階廊下階段清掃

パート労働者 株式会社ユーライフ　伊東営業所
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)9時00分～17時00分 介護施設でのヘル
パー業務経験1,210円～1,490円 (3)11時00分～19時00

又は7時00分～19時00

静岡県熱海市東海岸町１３－９３
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介護職 介護職として、下記業務を担当してい
ただきます。
・生活支援（食事介助、入浴介助、排
泄介助）
・入居者の健康管理
・入居者の自立のためのサービス
・生活サービス

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～15時00分

時給 調理経験あれば尚
可。経験により賃金
優遇いたします。

1,200円～1,500円118

朝食キッチンスタッ
フ　（車通勤可）

ホテル内レストランもしくは宴会場で
調理師が料理を作る作業のお手伝いを
お願いします。
・営業が始まる前の厨房内清掃や準
備。
・器に盛り付けなどの簡単な調理作
業。

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ヶ月未満）(1)5時30分～9時30分
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