
【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2月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-983-0831 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  815431 各種保険： その他 月平均 10時間

     TEL: 055-983-0831 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  816731 各種保険： その他 月平均 10時間

     TEL: 055-984-1707 従業員数 13人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 土日祝他 １級土木施工管理技
士

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級土木施工管理技士

求人番号: 22050-  973031 各種保険： 労災 月平均 その他の土木・測量技術関係資格

     TEL: 055-987-1616 従業員数 3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- 1087931 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-977-4585 従業員数 80人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日他 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-  940831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010- 3528231 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 3532931 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010- 3635531 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

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

求人番号: 22010- 3637731 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: 055-976-3000 従業員数 7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-  945331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-3000 従業員数 22人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  947931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-3000 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1018731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-3000 従業員数 7人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1019331 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市一番町１７－６０

時給 (2)15時00分～20時00

1,100円～1,375円 (3)18時00分～22時00
又は21時00分～0時00

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

静岡県三島市中田町１０－２８

13

飲食店スタッフ 基本的に、ホールとキッチン両方の並
行作業となります。

・ホールは、清掃、ご案内、オーダー
取り、お料理運び、レジ、お見送り。
・キッチンは、盛り付け、野菜やお肉
のカット、食器洗浄機での洗い作業。

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

時給 (2)18時00分～0時00分

1,100円～1,375円

静岡県三島市徳倉８９９－３

12

飲食店スタッフ 基本的にホールかキッチンのどちらか
を選んでいただきます。
ホールでのお仕事
・お掃除
・接客（お客様のご案内やオーダー取
り、お見送りなど）
・レジでの会計作業

パート労働者 交替制あり 株式会社　にしはらグループ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～21時00

時給 (2)15時00分～20時00

1,100円～1,375円 (3)21時00分～23時00
又は20時00分～23時00

静岡県三島市塚原新田２９７－１

11

飲食店キッチンス
タッフ

キッチンでのお仕事になります。

・野菜やお肉のカット
・盛り付け
・食器洗浄機での洗い作業

業務内容はマニュアル化されており、

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

時給 (2)15時00分～20時00

1,100円～1,375円 (3)18時00分～22時00

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

10

飲食店スタッフ 基本的に、ホールとキッチン両方の並
行作業となります。

・ホールは、清掃、ご案内、オーダー
取り、お料理運び、レジ、お見送り。
・キッチンは、盛り付け、野菜やお肉
のカット、食器洗浄機での洗い作業。

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

時給 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,050円 (3)18時00分～8時00分

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

9

デイサービス介護職
員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

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


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

時給

1,250円～1,500円

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

8

看護師（デイサービ
ス）／三島市

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

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実（カーシェアリング・

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

時給 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,050円

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

7

デイサービス生活相
談員／三島市

地域密着型デイサービス（定員１０
名）です。

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

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

時給

1,250円～1,500円

静岡県三島市松本１１３－１

6

看護師（デイサービ
ス）／三島市

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

＊社員昇格制度あり
＊福利厚生充実（カーシェアリング・

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

時給

970円～1,000円
又は17時00分～2時00

静岡県三島市萩２３５－１

5

アルミバリ取り検査 アルミ製品のバリ取りもしくは研掃機
業務
未経験者可

　　　　　　★☆★　急　募　★☆★

パート労働者 株式会社　三光ダイカスト工業所
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

日給

1,000円～1,500円

静岡県三島市中島１６７－９

4

現場作業員 　　　　　＜＜現場作業員の業務内容
として＞＞

・三島市上下水道指定工事店になりま
す。
・給水、排水、衛生設備工事等
・道路漏水工事

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

時給 土木技術経験者優遇

1,250円～1,500円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市平田１７１－１

3

土木技術者 見積り業務
営業、得意先回り

パート労働者 田中土建　株式会社
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時30分～16時30

950円～950円 (3)8時30分～16時30分

静岡県三島市平田１７１－１

2

工場労務員（水耕栽
培）

＜工場内での水耕栽培＞

・リーフレタス類の植え付け（種ま
き）、収穫、トリミング、梱包　など
の作業（各作業には異物混入チェック
があります）
・完全室内での立ち作業となります。

パート労働者 交替制あり ＥＬＦＩＥ　ＧＲＥＥＮ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～14時30分

時給 (2)14時00分～17時00

950円～950円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

工場労務員（水耕栽
培）

＜工場内での水耕栽培＞

・リーフレタス類の植え付け（種ま
き）、収穫、パネル洗浄作業　（各作
業には異物混入チェックがあります）
・完全室内での立ち作業となります。


パート労働者 交替制あり ＥＬＦＩＥ　ＧＲＥＥＮ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～9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2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: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020- 8090031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020- 8091831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020- 8093531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020- 8095731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-976-9822 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: 22050-  863531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-991-5670 従業員数 10人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  889231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6368-1020 従業員数 83人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 27060- 5083931 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-989-0066 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1093331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-989-0066 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1094631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-1833 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050-  834931 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- 4239531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-972-8811 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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-  814531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 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-  894131 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市徳倉８７６－２６

時給

1,600円～2,000円
又は9時30分～20時30

静岡県三島市北田町４－１４

26

歯科衛生士 １　予防等の歯科衛生士業務及びその
他、診療に関わる業務
２　ブランクのある方や自信のない方
も充実の教育体制で安心です

パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)18時00分～20時30

時給 電子カルテ処理経験
あれば尚良1,000円～1,250円

又は8時30分～17時00

静岡県三島市中田町９－３０
日進プラザ２階２０９区画
「ペッピーキッズ日進プラザ第１
教室」

25

医療事務・病院受付 レセプト事務・病院受付業務　　　　　　　　　　　　　　　　　・窓口対応、電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・電子カルテ入力処理パート労働者 医療法人社団　久和会　川崎内科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13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

静岡県三島市一番町１５－３４
（３号館）

24

子ども英会話講師
［三島市／日進プラ
ザ第１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ヶ月未満）

時給 保育経験者

1,000円～1,100円
又は14時30分～20時00

静岡県三島市幸原町２－１－３

23

学童保育兼送迎ス
タッフ

・小学生の遊び・しつけ・学習指導な
ど（ピーク時３０名程度）を
　常勤の先生と一緒に行います。
・三島市・長泉町内の小学校（複数
校）からキッズキャンパスまで
　小学校の終了時間に合わせて乗用車
（８人乗り）で送迎を行います。

パート労働者 学校法人　鈴木学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 ネイルサロン実務経
験者950円～1,800円

又は9時45分～17時15

静岡県三島市幸原町２－１－３

22

ネイリスト ネイル業務全般


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

時給 エステティック実務
経験者950円～1,800円

又は9時45分～17時15

静岡県三島市梅名３９４－１
「スシロー三島梅名店」

21

エステティシャン エステティック業務全般


パート労働者 ビューティサロンマーメイド（ビューティマーメイド株式会社）
雇用期間の定めなし (1)9時45分～18時15分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～0時00分

静岡県三島市一番町１１番４号　ホテル昭明館２階

20

キッチン・ホールス
タッフ（スシロー三
島梅名店　６１２）

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

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

時給

950円～1,000円
又は6時30分～10時30

静岡県三島市玉川３４１

19

接客サービス ホテル朝食の配膳、客席案内、洗い場等 パート労働者 株式会社　三島フレンチ
雇用期間の定めなし (1)5時30分～9時30分

時給 (2)18時00分～21時59

1,000円～1,500円 (3)11時00分～15時00

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

18

ラーメン調理補助、
接客

ラーメン調理補助、接客業務。 パート労働者 交替制あり 有限会社　ベルツコーポレーション　　喜多方ラーメン小法師（こぼし）
雇用期間の定めなし (1)11時00分～18時00

時給 (2)9時00分～18時00分

950円～980円 (3)11時00分～20時00

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

17

調理補助パート
（請）／三島市

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

※年齢不問　未経験者歓迎


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

時給

944円～944円

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

16

調理補助パート
（請）／三島市

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

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

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

時給

944円～965円

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

15

調理補助パート
（請）／三島市

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

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

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

時給

944円～950円14

調理補助パート
（請）／三島市

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

わからないことや確認したいことはお
気軽にお尋ねください。

パート労働者 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～12時00分
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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: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 木祝他 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-  897231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 歯科医師 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-  898531 各種保険： 労災・その他 月平均 

     TEL: 055-988-9087 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 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-  899431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-956-7270 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 歯科技工士 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-  929631 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-956-7270 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  823731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-939-5353 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  962631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1940 従業員数 28人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木金日祝 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-  854231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-939-8711 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 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-  833631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-999-0123 従業員数 18人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 1419431 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-999-0123 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 1334131 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-981-6577 従業員数 6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

求人番号: 22050-  856431 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 055-981-6577 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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-  873431 各種保険： 雇用・労災 月平均 1時間

     TEL: 055-991-1199 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり 社会福祉士

求人番号: 22050-  955931 各種保険： 労災 月平均 5時間 その他の福祉・介護関係資格

静岡県三島市大社町５－６

時給 (2)9時30分～17時30分 障害福祉サービス未
経験でも、子育て
他、児童との関わり

950円～1,200円

静岡県三島市谷田１０３７－３５

39

支援員 障害者自立支援法における放課後等デ
イサービス

・障がいのある就学児（小学校１年生
～高校３年生）をお持ちのご　家庭の
ための学童療育、支援


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆の郷
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時30

時給 介護事務経験あれば
尚可1,000円～1,000円

静岡県三島市谷田１０３７－３５

38

介護保険請求等 訪問介護の介護保険請求事務をメイン
に行って頂きます。
それ以外にも請求書の発行や書類作成
等の
事務も行って頂きます

パート労働者 交替制あり 株式会社　赤川
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

1,800円～1,900円

静岡県三島市徳倉３－１－５１
グループホームひかり

37

訪問看護師 訪問看護師業務を行なって頂きます。
訪問先は、施設がメインになり、在宅
は患者は
あまりいないです。
業務は下記の通りになります。
・褥瘡管理
・点滴管理

パート労働者 交替制あり 株式会社　赤川
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時30分

時給 (2)8時30分～17時00分 介護経験

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

静岡県三島市徳倉３－１－５１「グループホームひかり」

36

介護職員（グループ
ホームひかり）

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

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

時給 介護経験

950円～1,180円

静岡県三島市大場３９６－１０

35

介護職員（夜勤専
従）（グループホー
ムひかり）

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

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

時給 新卒者でも既卒者で
も構いません。1,100円～1,300円

又は7時00分～18時00

静岡県三島市笹原新田８１－１

34

保育士 〈保育業〉
小規模保育所での保育業務を担当して
頂きます。
・２歳以下（定員１９名以下）の保育
補助
・園児の世話（食事、おむつ替え等）
・レクレーションの引率

パート労働者 交替制あり 株式会社　達真会　フラワー保育園　
　　　　　　　　　めぐみ保育園雇用期間の定めなし (1)14時00分～18時00

時給 大量調理経験あれば
尚可950円～1,200円

静岡県三島市松本３９０－１

33

調理または調理補助 入所児童及び職員の食事作り・補助・調理場の掃除等パート労働者 社会福祉法人　静岡恵明学園
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

970円～970円
又は8時30分～14時30

静岡県三島市日の出町４－５３

32

調理員 ・保育園の調理室で園児と職員の給食
（約９０食）を作って
　いただきます。
・野菜などの刻み・煮物・揚げ物・配
膳・片付け等

パート労働者 社会福祉法人　敬和会　まりあ保育園
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～16時30分

時給 歯科関係経験

944円～2,000円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市日の出町４－５３

31

配送業務 軽くてラクラク小さな歯科模型を市内
歯科医院に届ける配達ドライバー。普
通免許で自家用車を運転し、提携医院
をまわるだけ。ガソリン代全額支給！
運転するのは自分の車なので安心。業
務中の車内はあなたの空間、他人に気
を遣わず自分のペースで働いて、しっ

パート労働者 株式会社ＳＨＡＰＥＳ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

944円～1,130円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市徳倉８７６－２６

30

歯科技工士 ＣＡＤ／ＣＡＭ等技工
経験や技術レベルに応じて自費技工に
も携わっていただきます。

パート労働者 株式会社ＳＨＡＰＥＳ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂ
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)13時00分～18時00

1,150円～1,300円
又は9時30分～21時30

静岡県三島市徳倉８７６－２６

29

歯科助手　受付 歯科医院での受付及び診療アシスタント パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給

4,000円～5,000円
又は9時30分～20時00

静岡県三島市徳倉８７６－２６

28

歯科医師 歯科医師業務
患者さんに、しっかり説明し親切な診
療をお願いします

パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時30分～19時00分

時給

1,150円～1,300円
又は9時30分～21時30

27

歯科助手　受付 歯科医院での受付及び診療アシスタント パート労働者 医療法人社団アクアビアンカ　ないとう歯科医院
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

3/10



【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2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: 055-976-3432 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 土日祝 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 なし

求人番号: 22050-  849731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-9055 従業員数 127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- 1009431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-9055 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 25人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1010631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-9055 従業員数 5人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1011931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-9055 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1012131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 31人

年　　齢: 64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 なし

求人番号: 22100- 1014431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-6006 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  957031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-3095 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 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-  850931 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 054-221-2306 従業員数 15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: 22010- 2930831 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0545-81-1360 従業員数 13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: 22100-  937231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 31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- 1066431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 18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-  832331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 000-0000-0000 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1000731 各種保険： 雇用・労災 月平均 

静岡県伊豆の国市寺家４２１－２

時給 (2)8時00分～15時00分

944円～1,000円

静岡県三島市新谷１７５－１
三島市障がい者支援センター佐野
あゆみの里

52

ミニトマトの栽培管
理及びパック詰め

※業務拡大のため、スタッフを追加募
集いたします。

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


パート労働者 稔園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

月給 給食施設等での調理
経験1,013円～1,013円

静岡県三島市一番町１９－３（三島市立公園楽寿園）

51

調理員（佐野あゆみ
の里）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１　項第１
号）
１）佐野あゆみの里生活介護利用者の
給食調理（３０食）

パート労働者 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～15時30分

時給 心身共に健康で、お
客様に適切な対応が
できる方。

946円～946円
又は8時30分～17時15

静岡県三島市中島１４３

50

動物飼育員（楽寿
園）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
どうぶつ広場等での接客業務、展示動
物の飼育管理、獣舎及びその周辺の清
掃、除草、花の栽培管理業務、イベン
ト補助など
※繁忙期には園内整備の補助等もあり

パート労働者 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～16時45分

時給 ・上下水道施設の維
持管理業務の経験1,359円～1,359円

静岡県三島市谷田２２７６

49

会計年度職員／業務
嘱託員

・取水・浄水場建設、配水池（電機・
機械設備）の巡視、点検、
　監視、操作補助、設備の清掃、軽微
な修繕
・業務日誌の作成
・採水、簡易な水質検査
・検針、管路巡視

パート労働者 交替制あり 静岡県企業局　東部事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給 (2)9時00分～15時00分 基本的なパソコン作
業ができる方975円～1,139円

静岡県三島市、沼津市、伊豆の国市、伊豆市

48

事務補助員／健康福
祉部／会計年度任用
職員

◆静岡県健康福祉部感染症対策課での
事務補助の仕事です。
◆勤務先の住所は、静岡県三島市谷田
２２７６（静岡県総合健康センター
内）です。
◆業務の内容は次のとおりです。
・感染症対策に係る研修実施の事務補

パート労働者 静岡県健康福祉部
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

1,100円～1,100円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市大社町６－２１

47

（請）警備業 交通誘導警備業務
イベント警備

天気に左右されることはありません。

＊就業日数・時間等　相談に応じま
す。

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

時給 (2)10時00分～19時00

1,000円～1,000円
又は8時00分～19時00

静岡県三島市中田町９－３０日清
プラザ
イトーヨーカドー三島店

46

（請）駐車場警備員
（静岡県東部地区）

スーパーや商業施設駐車場の車両誘
導、歩行者誘導等、
駐車場内での安全確認、その他付随業
務

東部地区・・　マックスバリュ御殿場
東田中店

パート労働者 交替制あり 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
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30分～17時00

960円～960円 (3)17時00分～20時30

静岡県三島市大宮町１－８－３８

45

（請）日常清掃（イ
トーヨーカドー三島
店）

「イトーヨーカドー三島店」におい
て、店舗内外の清掃業務を担当してい
ただきます。
・フードコート内の清掃

【くるみん認定企業】
【生涯現役企業】

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時00分

時給 (2)16時00分～21時30 施設設備管理経験者

960円～960円 (3)8時30分～17時30分

静岡県三島市大宮町１－８－３８

44

（請）設備員 施設管理業務
空調・給排水　その他（法定点検等の
立会業務等）


パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス東静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時00分

時給 (2)16時30分～21時30 経験者優遇

960円～960円 (3)7時30分～16時30分

静岡県三島市文教町２－３１－１４５

43

（請）施設常務警備
員

三島市民生涯学習センター館内外及び
駐車場における常駐警備業務をしてい
ただきます。
１．入退館管理
２．搬出入管理
３．受付（鍵、遺失物、郵便物等）
４．巡回（防犯、防災、保守）モニ

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス東静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～12時30分

時給

1,030円～1,030円

静岡県三島市南町２番１９号

42

（請）学校建物内
清掃業務

日本大学国際関係学部　三島キャンパ
ス内

トイレ・廊下・教室　等の清掃作業

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス東静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

1,130円～1,150円

静岡県三島市西本町１０－２６

41

（請）巡回清掃員 静岡県東部エリア各施設における

１　顧客施設定期清掃　（床ＷＡＸ・
カーペット洗浄等）
２　現場日常清掃員補助・代務・応援

・１名～４名にて社有車で移動

パート労働者 交替制あり 株式会社東海ビルメンテナス東静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給

1,300円～1,300円
又は9時00分～17時00

40

障害を持つ人が地域
の中で自立生活でき
るよう相談支援


・サービス等利用計画書作成、モニタ
リング等
・パソコン入力
・電話対応　等


パート労働者 交替制あり ＮＰＯ法人　自立生活センター　アシストＭＩＬ（ミル）
雇用期間の定めなし
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 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: 055-978-3050 従業員数 18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 あり

求人番号: 22050-  812831 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  926431 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  927731 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-973-2885 従業員数 4人

年　　齢: 69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 なし

求人番号: 22050- 1076331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010- 3472231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 3649131 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-900-1586 従業員数 0人

年　　齢: 64歳以下 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-  867631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-7673 従業員数 3人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  865731 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-948-1212 従業員数 35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-  934431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-0010 従業員数 19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-  875331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-204-0755 従業員数 13人

年　　齢: 20歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 3064431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-2111 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  829831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-931-7032 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 調理師

求人番号: 22030- 1250731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県伊豆の国市田京１２５９－
２９４
　田方・ゆめワーク

時給

1,000円～1,100円

静岡県伊豆の国市奈古谷２２２５

65

職業指導員 　主に精神障がいをお持ちの方が、作
業体験の場として通所利用する就労継
続支援Ｂ型事業所において、通所利用
者の方に対して簡単な作業指導（パン
作り、箱折などの軽作業）や生活支援
を行い、通所利用者の方々が生き甲斐
や自信を持って充実した生活が送れる

パート労働者 公益財団法人　復康会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～17時00分

時給

950円～1,100円
又は10時00分～16時00

静岡県伊豆の国市守木８１７－１
　アプリイ伊豆の国店

64

レストランホール係 レストランホール内での接客、配膳、下膳、清掃等パート労働者 交替制あり 富士箱根カントリークラブ（株式会社　ワシントンリゾート　静岡支店）
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市古奈８２

63

パチンコ清掃スタッ
フ／アプリイ伊豆の
国

主に閉店後の勤務となります
パチンコホール店内・駐車場の清掃業
務一式をお願いします
閉店後の作業となりますので、集中し
てお仕事ができます
・遊技台周辺の拭き掃除
・床のモップ掛け、掃除機

パート労働者 有限会社　アクア
雇用期間の定めなし (1)22時00分～0時00分

時給 (2)17時00分～21時00 旅館ホテル経験

950円～950円

静岡県伊豆の国市長岡９８９－１０

62

レストラン係 朝食夕食の準備と提供 パート労働者 国家公務員共済組合連合会　伊豆長岡保養所　千歳荘
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～950円

静岡県伊豆の国市中８１０－３

61

洗い場（調理補助） ・下膳された食器類の残飯整理
・機械による食器洗浄
・食器類を食器棚への戻し
・ご飯炊き
・簡単な調理補助
（朝食及び夕食を担当していただきま
す）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　吉春
雇用期間の定めなし (1)18時00分～21時00

時給 (2)15時40分～19時00 犬・猫いずれかの飼
育経験
パソコンの簡単な操

950円～1,500円
又は8時30分～19時00

静岡県伊豆の国市寺家５１６－７．１０２

60

動物看護および受付 ・小動物（犬・猫・ウサギなど）の診
療、手術補助
・受付、電話対応
・入院動物の世話
・院内清掃、備品管理等の雑務
＊上記内容に付帯する業務になりま
す。

パート労働者 にらやま動物病院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給

1,000円～1,200円
又は8時30分～16時00

静岡県伊豆の国市田京１２５８－
４４
介護老人保健施設　安寧の郷

59

社会保険労務士業事
務補助

社会保険労務士業の補助業務
社会・労働保険の諸手続き
給与計算業務
助成金申請
労務管理の相談
ＰＣの入力業務や顧問先への納品業務
その他付随業務

パート労働者 ふるや社労士事務所
雇用期間の定めなし

時給

944円～944円

静岡県伊豆の国市中條２３４
伊豆韮山温泉病院

58

（請）調理補助／伊
豆の国市

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


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

時給

950円～950円

静岡県伊豆の国市吉田字九十分１５３－１アピタ大仁１階

57

（請）調理補助／伊
豆の国市

入所者様への食事提供における調理補
助業務



パート労働者 変形（1ヶ月単位） 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～16時00

時給 (2)16時00分～20時00 洋服の販売勤務経
験、その他の販売、
サービス業の勤務経

945円～1,160円 (3)11時00分～15時00
又は10時00分～20時00

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

56

婦人服販売 ３０代から７０代まで幅広い層の洋服
の販売。
商品入荷受け入れ、検品、陳列等の商
品管理。
日々、週間、月間の商品ディスプレ
イ、商品展開。
レジ業務

パート労働者 交替制あり アサダ株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時00

時給

950円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

55

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

時給 調理経験あれば尚可

950円～1,100円

静岡県伊豆の国市奈古谷７１８－２

54

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

時給

960円～1,100円53

食品製造業務 製造員
果物の洗浄、粉砕、調合、発酵等の作
業補助
飲料の充填、簡単な機械操作



パート労働者 第一酵母株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年2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: 055-981-6577 従業員数 14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 あり

求人番号: 22050-  855531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0558-76-6700 従業員数 82人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  822431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0558-76-6700 従業員数 82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: 22050-  825631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 0558-76-6700 従業員数 82人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  828031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 3時間

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 69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- 1086631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-7121 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  971931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-7121 従業員数 96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-  972131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-79-3875 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 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-  877931 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0558-79-3875 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-  843131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-74-3223 従業員数 31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-  817331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0558-79-3651 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1073531 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1536031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 17人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 准看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1543131 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

時給

1,400円～1,400円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺２４－３　ル・グランガーデン修善寺

78

准看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

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

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

時給

1,500円～1,500円
又は7時00分～19時00

静岡県伊豆市修善寺１４７番地３、１Ｆ

77

正看護師（ル・グラ
ンガーデン修善寺）

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

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

日給

1,125円～1,500円

静岡県伊豆市瓜生野２０２－１

76

道路交通誘導等 工事現場等で道路交通誘導を行ってい
ただきます。
また、イベントなどの雑踏警備もあり
ます。

パート労働者 永進警備株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

950円～1,000円

静岡県伊豆市修善寺９５５－１－２

75

包装作業 ※各健康食品サプリメントの包装作業
をしていただきます。
※手作業と機械作業（圧着等）の両方
があります。
※上記内容に付帯する業務もありま
す。
※手作業および機械オペレーター業務

パート労働者 伊豆食文化公園株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時30分

時給 接客業務

950円～1,500円
又は9時00分～23時59

静岡県伊豆市柏久保５５０－１　エムズ修善寺ビル

74

菓子製造 プリンやロールケーキの製造販売 パート労働者 一般社団法人イズバウンド
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 調理又は調理補助の
経験があれば尚可950円～1,500円

又は9時00分～21時00

静岡県伊豆の国市四日町２６９－７

73

ホール・キッチン 簡単な調理及び調理補助とホールスタッフ パート労働者 交替制あり 一般社団法人イズバウンド
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,000円
又は8時30分～13時00

静岡県伊豆の国市田京２６３－２

72

（請）ビル・建物清
掃管理

日常清掃：建屋の床清掃、トイレ清掃 パート労働者 株式会社　東静ビル管理
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

944円～1,000円

静岡県伊豆の国市中條２５２

71

（請）ビル・建物清
掃管理

店内及びトイレ巡回清掃、リサイクル分別回収運搬パート労働者 交替制あり 株式会社　東静ビル管理
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

945円～980円
又は8時00分～12時00

静岡県伊豆の国市田京１２５９ー２９

70

軽度障害者グループ
ホームの清掃・食事
配膳専門スタッフ

軽度精神・知的障害者向グループホー
ム『ミライカ韮山』の配膳・清掃専門
スタッフの募集です。

（業務内容）
・食事の配膳
・施設内清掃

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

時給 (2)8時30分～17時30分 経験者歓迎。未経験
も可。944円～990円 (3)10時15分～19時15

静岡県伊豆の国市田京字池の平１２５９－２９

69

調理職員 特別養護老人ホーム厨房内での利用者食事の盛り付け、食器洗浄等パート労働者 交替制あり 社会福祉法人春風会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時15分～15時15分

時給 (2)8時00分～17時00分 経験者歓迎。未経験
も可。1,450円～1,600円

静岡県伊豆の国市田京１２５９ー２９

68

看護職員 入所者の日常健康管理
入所者の疾病の応急手当、生活介護
医師診断等の介助
医師の指示による薬の投与

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人春風会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時30分～16時30分

時給 (2)10時00分～19時00 経験者歓迎。未経験
も可。944円～1,150円 (3)13時00分～22時00

又は22時00分～7時00

静岡県伊豆の国市韮山山木７５０　やすらぎの家　瑞

67

介護職員 入所私設での介護業務全般。
入浴介助、食事介助、排泄介助等、レ
クリエーション、
介護記録の入力など。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人春風会
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

その他 介護の経験があれば
尚可1,375円～1,375円66

夜勤専門介護ヘル
パー

住宅型有料老人ホーム（満１６床）に
て夜勤専門の
介護ヘルパー業務をお願い致します。
具体的な業務内容は下記の通りです。
・排泄介助
・就寝介助
・食事の配膳、下膳

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　赤川
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～9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2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: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  995631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050-  997131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 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-  998031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0545-72-3211 従業員数 5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: 22100- 1088231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-12042831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-6211 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  981031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-1300 従業員数 50人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  836031 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-978-1300 従業員数 36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: 22050-  838231 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-280-0066 従業員数 12人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 3633831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-950-9087 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- 1053131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-950-9087 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1058431 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-950-9087 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 獣医師 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- 1062031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-974-4381 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1071831 各種保険： 労災 月平均 

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４６８
南箱根ダイヤランド３３－４０１

時給 大工、土木等

1,300円～1,500円
又は9時00分～16時30

静岡県田方郡函南町南箱根ダイヤランド３３－２８７－１

91

建築補助作業 ＊建築現場での補助作業です。

・現場は函南町内が中心です。　
・社有車に乗り換えて現場へ行きま
す。　　　
・材料の運搬、現場での清掃・片付
け・雑用（草刈り等）

パート労働者 人柄・健康状況重視 株式会社　モア
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時00分

時給 (2)18時00分～21時30 獣医師としての経験
のある方1,500円～2,000円

静岡県田方郡函南町南箱根ダイヤランド３３－２８７－１

90

子犬の日々の健康状
態のチェック、健康
管理、ワクチン接種
等

全国の最優良ブリーダーよりお迎えを
している小型犬の子犬達の日々の健康
管理、ワクチン接種、内科治療等をお
願い致します。

パート労働者 交替制あり 株式会社ティアラジャパン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)16時30分～22時00 ドライバーとしての
経験のある方1,200円～1,600円 (3)12時00分～21時00

静岡県田方郡函南町南箱根ダイヤランド３３－２８７－１

89

ドライバー（乗用車
運転手）

南箱根から大阪までの往復の運転、その他羽田空港、都内、千葉県等の関東圏までの運転をお願い致します。パート労働者 株式会社ティアラジャパン
雇用期間の定めなし (1)7時00分～12時00分

時給 (2)14時00分～17時00 ペットショップや
ペット関連の業務に
携わった経験がある

1,000円～1,300円
又は19時00分～22時00

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

88

子犬のお世話、清掃
等

子犬の日々のお世話、清掃、簡単なトリミング業務、書類作成等パート労働者 交替制あり 株式会社ティアラジャパン
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時00分

時給

1,050円～1,550円
又は0時00分～23時59

静岡県田方郡函南町新田８６－１

87

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町塚本

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

＊危険物、整備士資格取得制度あり
＊社員昇格制度あり

パート労働者 交替制あり サガミシード　株式会社　本部
雇用期間の定めなし

時給

1,135円～1,135円

静岡県田方郡函南町新田８６－１

86

お弁当の盛付・配送
業

「業務内容」

・駿豆給食センターでのお弁当の盛付
と配達作業をお任せします。
・配送は１週間程、慣れるまで、先輩
が丁寧にコースを教えてくれます。


パート労働者 交替制あり 株式会社　駿豆給食センター
雇用期間の定めなし (1)4時00分～8時00分

時給

944円～1,335円
又は3時30分～8時00分

静岡県田方郡函南町桑原１４００－２０

85

お弁当の炊飯業務 「業務内容として」

・駿豆給食センターにて、調理補助と
してお弁当の炊飯業務を担当して頂き
ます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　駿豆給食センター
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は8時20分～17時05

静岡県伊豆市小立野１００
伊豆赤十字病院　内

84

十国峠　山頂カフェ
スタッフ

十国峠山頂にあるカフェスタッフの募
集です。
会計は自動券売機をご利用いただくの
で、お金のやり取りは無し。ドリンク
やソフトクリームスイーツなどの簡単
な調理のお仕事です。

パート労働者 交替制あり 十国峠株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時05分～16時35

時給 (2)11時00分～20時00 調理業務経験

1,500円～1,500円

静岡県伊豆市瓜生野１０
カインズ修善寺店

83

［契約］調理スタッ
フ／病院／伊豆市小
立野

・調理
・仕込み
・盛付け
・配膳
・洗浄　等



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

時給 (2)8時30分～12時30分

944円～944円 (3)12時30分～16時30

静岡県伊豆市湯ケ島９３７番

82

（請）日常清掃（カ
インズ修善寺店）

「カインズ修善寺店」において、店舗
内外の清掃業務を担当していただきま
す。
・床面の拭き掃き清掃に関すること
・男女トイレの清掃に関すること
・ゴミの回収に関すること
・その他、業務に付随する雑務等

パート労働者 株式会社　東亜ビルサービス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～10時30分

時給 (2)8時30分～17時30分

1,000円～1,200円 (3)10時00分～19時00

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

81

介護職員（ケアハウ
ス）／伊豆市

＜＜介護職員（ケアハウス）の内容と
して＞＞

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

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

時給 (2)8時30分～17時30分

950円～1,150円
又は7時30分～17時30

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

80

デイサービス介護
パートナー

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

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

時給 (2)8時30分～17時30分

1,000円～1,200円 (3)10時00分～19時0079

介護職員（特養）／
伊豆市

＜＜介護職員（特養）の内容として＞
＞

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分
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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: 052-222-7377 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020- 8089631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22030- 1481831 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1512831 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー１級 就業場所: 

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

求人番号: 22030- 1385831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1394231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1401431 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 1407031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 29人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 ホームヘルパー１級 就業場所: 

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

求人番号: 22030- 1411331 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-940-2411 従業員数 50人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  996931 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-956-4384 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 社会福祉士 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- 1069631 各種保険： 雇用・労災 月平均 精神保健福祉士

     TEL: 055-956-4384 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 社会福祉士 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- 1027331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 精神保健福祉士

     TEL: 0557-37-3366 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  311031 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-5909-4756 従業員数 13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: 13080-11838331 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市湯川１丁目３－３
当社　伊東支店

時給 (2)13時00分～19時00 コールセンター経験
者歓迎。1,100円～1,400円

又は9時00分～19時00

静岡県伊東市広野１丁目２番１５号

104

【電話代行サービ
ス】一次受付・取次
業務／静岡県伊東市

電話代行サービスのオペレーションス
タッフとして、お客様からの
問い合わせに対応しきれない企業に代
わり、電話受付をするお仕事
です。近年テレワーク実施企業が増加
し、電話代行サービスの需要
が大きく高まっている状況の為、ス

パート労働者 交替制あり 株式会社　バルテック
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

950円～1,050円
又は6時00分～15時00

静岡県田方郡函南町畑毛４３１－５

103

弁当ライン作業「弁
当箱詰・包装・清
掃」

・弁当ラインにて出来上がった惣菜を
弁当箱に詰める作業
・包装作業
・清掃
・簡単な調理の下準備、等

パート労働者 交替制あり 株式会社　祇園
雇用期間の定めなし (1)5時00分～14時00分

時給 障がい福祉・高齢者
福祉の経験者をはじ
め、ブランクのある

1,000円～1,200円

静岡県田方郡函南町畑毛４３１－５

102

＜新規事業所オープ
ンに伴う増員募集＞
就労支援員

私たち株式会社心友は、積極的にＩＣ
Ｔ化を行いスタッフ一人ひと
りの負担低減・効率化を図り、利用者
さんとのコミュニケーション
を大切にしています。また事業所には
作業室を９つと多く設けるこ
とで利用者の方の特性ごと個別に支援

パート労働者 交替制あり 株式会社心友　就労継続支援Ｂ型事業所　志～ｃｏｃｏｒｏ～
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時00分

時給 障がい福祉・高齢者
福祉の経験者をはじ
め、ブランクのある

1,000円～1,200円
又は8時30分～17時00

静岡県田方郡函南町間宮７６０－１

101

＜新規事業所オープ
ンに伴う増員募集＞
就労支援員（短時
間）

私たち株式会社心友は、積極的にＩＣ
Ｔ化を行いスタッフ一人ひと
りの負担低減・効率化を図り、利用者
さんとのコミュニケーション
を大切にしています。また事業所には
作業室を９つと多く設けるこ
とで利用者の方の特性ごと個別に支援

パート労働者 交替制あり 株式会社心友　就労継続支援Ｂ型事業所　志～ｃｏｃｏｒｏ～
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,010円
又は8時00分～13時30

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南　他

100

機能訓練型デイサー
ビス（半日型）

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

時給

1,100円～1,100円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

99

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

時給

1,150円～1,150円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南　他

98

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,150円～1,150円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

97

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
ル・グランガーデン函南　他

96

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,100円
又は7時00分～19時00

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

95

介護職員（田方郡函
南町・伊豆市修善
寺）

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

パート労働者 株式会社　ル・グラン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,000円

静岡県田方郡函南町間宮７３４－
３
　ル・グランガーデン函南　他

94

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

時給

1,050円～1,050円

静岡県田方郡函南町平井１６９４
伊豆函南病院
内　当社事業所

93

介護職員（夜勤専
従）（田方郡函南
町・伊豆市修善寺）

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

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

時給 (2)13時00分～19時30

944円～970円92

調理補助パート
（請）／田方郡函南
町

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

パート労働者 交替制あり 日清医療食品　株式会社　名古屋支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～9時00分
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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2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: 0557-44-1623 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  340331 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-  870831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-282-8311 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 3653431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-95-0001 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 危険物取扱者（乙
種）

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110-  358131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-36-1303 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 20人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  359631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-3838 従業員数 25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-  314531 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  328031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-9034 従業員数 62人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  338231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-9166 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  345831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-9166 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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-  346231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-6820 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  350931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3133 従業員数 35人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  351131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-3133 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  354231 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市猪戸２－３－１

時給 (2)17時00分～22時00

1,050円～1,050円
又は7時00分～22時00

静岡県伊東市猪戸２－３－１

117

レストランサービス
スタッフ

和食レストラン四季彩にて

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


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

時給

1,000円～1,000円
又は21時00分～7時30

静岡県伊東市岡２８１

116

夜間警備員 ホテルの夜間警備の仕事

鍵の施錠・解錠、館内の見回り

大浴場の簡易的な清掃
（整理整頓・掃除機がけ・備品の
チェックなど）

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

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市富戸１０９４－１２

115

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

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

時給

1,300円～1,500円

静岡県伊東市富戸１０９４－１２

114

ペンションの清掃業
務

ペンションの清掃業務全般　※客室
数：６室
○客室清掃
　掃除機がけ、ゴミ集め、ベッドメー
キング
　水回りの拭き上げ清掃、備品の補充
など

パート労働者 お宿　癒楽里
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時00分

時給 (2)15時30分～21時00

1,300円～1,500円 (3)17時30分～21時00

静岡県伊東市湯川４丁目２－１５

113

ペンションの接客業
務

全６室のペンション業務全般
○予約対応
○フロント接客対応及びご案内
（チェックイン、チェックアウト、お
会計等）
○お食事処またはお部屋における食事
の提供

パート労働者 交替制あり お宿　癒楽里
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給 (2)18時30分～21時00

950円～950円

静岡県伊東市吉田９０１－７５
　伊豆高原温泉　森の泉

112

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

パート労働者 東京信用販売株式会社　ホテル伊東パウエル
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時30分

時給 人柄や意欲を重視し
た採用を心がけてい
ます！以下の経験を

1,200円～1,200円

静岡県伊東市八幡野１２８３－３６

111

ナイトスタッフ【伊
豆高原　森の泉】

・簡単なフロント業務
・お客様対応
・館内巡回
・パブリックスペースの簡易清掃
（３～４時間の仮眠あり）

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

雇用期間の定めなし (1)21時00分～9時00分

時給

950円～950円

静岡県伊東市竹の内１－３－１２
　『コメダ珈琲店　伊東店』

110

保養所での客室清
掃、共用部清掃等
【伊豆高原】

保養所の清掃のお仕事です。
◯客室清掃、備品のセット
◯お風呂や共用部分の清掃





パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～13時30分

時給

950円～1,188円
又は6時00分～23時00

静岡県伊東市湯川５６９

109

飲食店業務全般『コ
メダ珈琲店　伊東
店』

令和５年３月にオープン予定『コメダ
珈琲店　伊東店』のパート・アルバイ
ト募集

開店準備、接客、レジ、調理、商品提
供、店内清掃、等


パート労働者 交替制あり 金子トラスト　株式会社
雇用期間の定めなし

時給 自動車整備の経験

980円～1,030円
又は7時00分～21時00

静岡県伊東市宇佐美２４０５－２
介護老人保健施設のぞみ

108

ガソリンスタンドス
タッフ【伊東シーサ
イド店】

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

パート労働者 交替制あり 株式会社　クリタ
雇用期間の定めなし

時給 (2)13時00分～19時30

950円～950円

静岡県伊東市鎌田７６７－１０

107

（請）調理補助　／
伊東市宇佐美

入所者様への食事の調理補助業務です

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

パート労働者 富士産業　株式会社　静岡事業部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～14時00分

時給 (2)17時00分～21時00

1,100円～1,150円

静岡県伊東市吉田３５２番地の１

106

ステーキ店スタッフ やっぱりステーキ伊東店のスタッフと
して、固定したお仕事ではなくスタッ
フ全員で業務全般を分担しながら行い
ます。

先ずはホールや洗い場から初めて、慣
れてきたらサイドメニューの盛り付け

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～15時00

時給 (2)11時00分～18時00

1,200円～1,200円 (3)12時00分～19時00
又は10時00分～19時00

105

店内販売スタッフ
【短期アルバイト】

店内での紳士服販売、カジュアル、レ
ディススーツ等の販売
商品整理、仕入れ、品だし
清掃及びその他販売付帯業務

パート労働者 交替制あり 青山商事株式会社　洋服の青山伊東店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～17時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年2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: 0557-37-3133 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  355531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-12782431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-12798231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-12828831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 23020- 8123231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-1040 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月日他 美容師 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: 22052-  335131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-47-6001 従業員数 4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: 22052-  360031 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-37-2626 従業員数 436人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  379031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 26人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  373431 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 76人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  390731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-0888 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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-  392631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-35-3022 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22052-  310131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 0時間

     TEL: 0557-29-6133 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 22052-  317331 各種保険： 労災 月平均 

又は8時30分～17時30

静岡県伊東市岡１７１－２

130

訪問ヘルパー ご利用者様のご自宅へ伺い、生活援助
（家事全般など）や身体介護（入浴・
清拭・排泄介助など）を行って頂きま
す。

■基本はご自宅から直行直帰となりま
す。

パート労働者 交替制あり 株式会社　ビオラ
雇用期間の定めなし

時給 介護施設での経験あ
れば尚可1,450円～1,650円

又は8時30分～17時30

静岡県伊東市八幡野１２５９－２１【ワークセンターやまもも】

129

看護師業務 入居者様のお世話や健康管理を行いま
す。
・バイタル計測
・配薬、服薬の指導、薬の管理
・健康相談
・受診の付き添い等


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

静岡県伊東市岡１４０１－４

時給

1,200円～1,300円

時給

952円～1,050円

静岡県伊東市荻５７８－３【碧の園・クローバー・ひだまり】

128

生活支援員（製パン
作業を通して障がい
者の就労支援）

／
　土日休みの仕事です！
　パン作り、モノ作りが好きな方歓
迎！
＼

・伊豆高原の桜並木近くにある障がい

パート労働者 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～15時30分

時給 (2)15時15分～16時45

1,000円～1,000円

静岡県熱海市下多賀８０４－２
『クラシオンカフェ熱海』
静岡県熱海市緑ガ丘町９－７
『フルーズ熱海』
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運転手（重度障害者
デイサービスひだま
り）

／
　土日休み！
　障害者デイサービスセンターにおけ
る送迎業務です。
＼

・ワゴンタイプの車両を運転します。

パート労働者 変形（1年単位） 社会福祉法人　城ヶ崎いこいの里
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～9時45分

時給

1,020円～1,040円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市岡１９６－１
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送迎（熱海） ●熱海市内のデイサービスのご利用者
様の送迎業務です。
８：００～１８：００の間の朝・昼・
夕、各１．５時間程度の勤務になりま
す。

※ミニバンタイプの運転可能な方を希

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

時給

1,250円～1,650円
又は8時30分～17時00

静岡県伊東市宇佐美１６２７－１
（宇佐美小学校内）
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外来看護師【パー
ト】

外来看護師業務のお仕事です。
　○医師の診察・治療の補助
　○患者様への処置や指導
　○バイタルチェック
その他付随する業務　

※制服貸与

パート労働者 公益社団法人　地域医療振興協会　　伊東市民病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時00分～18時30分

1,200円～1,200円

静岡県伊東市八幡野１１８９－１００
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学童保育支援員 放課後児童クラブでのお仕事です。

宇佐美小学校内に設置されている学童
保育所です。

就労等で、家庭での保育に欠ける児童
をお預かりしています。

パート労働者 交替制あり 学童保育　わんぱくクラブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時40

時給 美容師経験

1,000円～1,500円
又は9時00分～17時00

静岡県伊東市湯川２８８－９
介護老人保健施設　いとうの杜
内　当社事業所
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美容師・スタイリス
ト・アイリスト／ア
シスタント

楽しく仕事をしながら皆様に愛される
美容室作りを目指しています
明るく元気なスタッフが働いている職
場でのお仕事です。
【主なお仕事】
シャンプー・ブロー・カラー・パー
マ・マツゲエクステ等の美容師補助業

パート労働者 交替制あり Ｂｉｓ　Ｈａｉｒ
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

944円～970円

静岡県伊東市八幡野１０４１－７
８
ＩＨＩグループ伊豆高原荘
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調理補助パート
（請）／伊東市

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


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

時給 (2)7時30分～15時00分

1,000円～1,100円 (3)13時00分～20時30

静岡県伊東市八幡野１０４１－７
８
ＩＨＩグループ伊豆高原荘
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事務フロント／ＩＨ
Ｉグループ伊豆高原
荘

◎部屋数８室、定員４０名の保養所内での　　　　　　　　　　　　事務フロント業務です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・電話対応、予約受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・お客様対応、精算業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・チェックイン、チェックアウトの対応　　　　　　　　　　　　・簡単なＰＣ操作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・レストランでの配膳、下膳作業パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)5時00分～9時00分

1,100円～1,250円

静岡県伊東市広野１－３－１７　しながわ荘
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ナイトフロント／Ｉ
ＨＩグループ伊豆高
原荘

◎部屋数８室、定員４０名の保養所内での　　　　　　　　　　　　ナイトフロント業務です。　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間警備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・施設内巡回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・夜間のお客様対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・施錠、解錠作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・レストランでの配膳、下膳作業パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)19時00分～22時00

時給

1,062円～1,125円

静岡県伊東市猪戸２－３－１
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ナイトフロント／し
ながわ荘

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時30分～8時30分

時給

1,000円～1,000円118

ホテル館内清掃員 ホテル建物共用部の清掃

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

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