
【熱海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: 0557-36-9069 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  372531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-36-9069 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  374731 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 71人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-16126931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 71人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-16137831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 042-797-7676 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13190- 1213931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-62-1237 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14070-  688031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-67-5550 従業員数 32人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 調理師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 栄養士

求人番号: 22050-  893931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8515 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  930031 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-81-8515 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  932231 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-82-9106 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050- 1003931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2000 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 あり

求人番号: 22050- 1024531 各種保険： 労災 月平均 3時間

     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-  347531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-222-7377 従業員数 7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- 8109431 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市泉１７－１
熱海ちとせ病院
内　当社事業所

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市咲見町

13

調理補助パート
（請）／熱海市

病院における食事サービス提供業務
調理・盛付・配膳・下膳・洗浄・清掃
などをお任せします。

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00分

時給 清掃経験

1,000円～1,000円

静岡県熱海市春日町７－３９

12

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

950円～950円

静岡県熱海市水口町１３番１５号

11

洗い場業務（日本料
理部門）

・洗い物、清掃等 パート労働者 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)16時00分～20時00

時給 採血、健康相談業務
の経験1,331円～1,492円

静岡県熱海市田原本町３－８

10

難病患者訪問・相談
業務

静岡県熱海健康福祉センターにおい
て、難病患者宅の訪問・相談業務を担
当していただきます。

※１日６時間、月２日、年間２４日間
程度の勤務です。

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ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給 調理経験のある方、
特に揚物（天婦羅）
経験者

1,050円～1,300円
又は9時00分～21時30

静岡県熱海市田原本町３－８

9

調理師 和食の調理、揚物（天婦羅）、煮物
（煮魚）の調理をしていただきます。

料理の盛り付け

食器、調理器具の洗浄


パート労働者 磯也商事　株式会社
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,000円
又は10時00分～20時30

静岡県熱海市下多賀８４２番４

8

ホールスタッフ 料理の注文を取る

食事の配膳、片づけ（下膳）

レジ打ち、レジ金銭管理

　　　＊＊＊＊　急　募　＊＊＊＊

パート労働者 交替制あり 磯也商事　株式会社
雇用期間の定めなし

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

1,000円～1,300円
又は6時00分～18時30

静岡県熱海市中央町１２－３０
「ハンディホームセンター熱海
店」

7

調理員 有料老人ホーム（３０名程度）におけ
る厨房業務全般です

・食事の調理（野菜刻み、盛り付け
等）及び提供

・食器洗浄

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

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市桃山町１５－５４

6

販売スタッフ（ハン
ディホームセンター
熱海店）

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


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

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市熱海１９９３－６５
「ホテルニューアカオ」

5

ホテルフロント ＊２０２３年３月頃オープン予定の
「シャトレーゼロッジ熱海」の
　フロント業務の募集です。
　・受付・電話・郵便や宅急便の受取
　・管理人のアシスタント
　・清掃作業等


パート労働者 交替制あり 株式会社　東京国際ゴルフ
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 ◆ホテル業界、販売
経験1,200円～1,200円

又は9時00分～18時00

静岡県熱海市熱海１９９３－６５
「ホテルニューアカオ」

4

【パート】フロント
／ホテルニューアカ
オ

●仕事内容
ホテルニューアカオのフロントスタッ
フとして宿泊に関わる業務全般をお願
いします。
具体的にはチェックイン／チェックア
ウトの対応、お客様のお出迎え、お見
送り、受け付け、観光のご提案館内ご

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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 ◆ホテルレストラン
調理経験1,200円～1,200円

又は6時00分～22時00

静岡県熱海市下多賀８０４－２
「クラシオンカフェ熱海」

3

【パート】調理／ホ
テルニューアカオ

●仕事内容
ホテルニューアカオのレストランでの
調理のお仕事です。
調理に使う食材の下準備や盛り付け、
調理器具の片付け、厨房内の清掃など
から始まり、経験によって煮方や刺
場、八寸、焼場などをお任せしていき

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,100円～1,200円

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

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

2

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

○仕込み、調理、盛り付け、片付け、
清掃、等


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

時給

1,050円～1,270円
又は8時00分～17時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

介護職員（デイサー
ビス：熱海）

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

パート労働者
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【熱海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

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-6185 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  859631 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-82-9106 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 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: 22050-  866331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 12人

年　　齢: 18歳～74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-  874731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 06-6222-1051 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： なし 時間外 なし

求人番号: 27010- 6052531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6632-7005 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-10661431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3457-1222 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-15098231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  820231 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  821531 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-55-7520 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-  841631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-9156 従業員数 59人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  847531 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-6185 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  848431 各種保険： 労災・財形 月平均 10時間

     TEL: 03-6225-2174 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13030- 1682431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6225-2174 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13030- 1684331 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市渚町１４－１２

時給

1,300円～1,300円

静岡県熱海市渚町２２－８

26

熱海市渚町／クリー
ンスタッフ　（２）

＊ホテルの客室清掃業務
・備品補充
・ゴミ回収

・そうじ機がけ
・トイレ掃除などの軽作業


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

時給

1,300円～1,300円

静岡県熱海市小嵐町１４－８

25

熱海市渚町／クリー
ンスタッフ　（１）

＊ホテルの客室清掃業務
・備品補充
・ゴミ回収

・そうじ機がけ
・トイレ掃除などの軽作業


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

時給

980円～980円
又は0時00分～

静岡県熱海市水口町１３－１５

24

洗い場 簡単な盛り付け
ご飯炊き
皿洗い（食洗器使用）
食器の準備

パート労働者 交替制あり 株式会社　新かど旅館
雇用期間の定めなし (1)16時30分～22時30

時給 (2)9時00分～15時00分

1,585円～1,585円

静岡県熱海市桃山町１８－４２

23

道路パトロール業務
（会計年度任用職
員）

管内（熱海市、伊東市）のパトロール
業務及び付帯業務
・道路、河川、砂防設備、急傾斜、港
湾等のパトロール
　（パトロール車の運転は他の職員が
行います。）
・パトロールの準備補助、報告書作成

パート労働者 静岡県熱海土木事務所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給 電話、メールの対応
ができる方
ＰＣ入力作業ができ

1,300円～1,300円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

22

総務・庶務　補助ス
タッフ

社員のサポートスタッフとして、従業
員寮の管理
を中心にお任せします。

時間が空いた時は、社内発送物の梱包
や
ファイリングなどもお手伝いいただき

パート労働者 株式会社ＫＰＧ　ＨＯＴＥＬ＆ＲＥＳＯＲＴ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給 (2)18時30分～21時30

1,000円～1,000円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

21

洗い場係 器を手洗いし、拭き上げて頂きます。

高齢者の方も働いている職場です

年齢不問でｗワークの方も大歓迎

市内なら送迎応相談

パート労働者 山の上ホテル≪有限会社　飯塚商事≫
雇用期間の定めなし (1)8時30分～11時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市春日町６－２２

20

調理補助兼洗い場係 板場での調理補助（盛り付け等）

器を手洗いし、拭き上げて頂きます。

高齢者の方も働いている職場です

年齢不問でｗワークの方も大歓迎

パート労働者 山の上ホテル≪有限会社　飯塚商事≫
雇用期間の定めなし (1)16時00分～21時00

時給

945円～945円

静岡県熱海市桃山町３－３４
当社「熱海桃悠門」

19

マンション管理人／
静岡県熱海市春日町

【窓口業務】居住者の問合せ等に対応
【巡回業務】建物、設備等の異常がな
いかどうかを点検
　　　　　（電球が切れていないか
等）
【立会業務】業者の点検業務実施状況
をチェック

パート労働者 株式会社　長谷工コミュニティ
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)8時00分～12時00分

1,000円～1,050円

静岡県熱海市上多賀１２
シーサイドいずたが

18

軽作業（清掃）／熱
海市

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


＊保養所管理人がおりますので、初め

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

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市伊豆山８２４ー５
東急ハーヴェストクラブ

17

客室清掃（熱海市） 客室清掃又は浴室清掃 パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　エムアンドエムサ－ビス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給

1,500円～1,500円

静岡県熱海市水口町１３番１５号

16

（請）ホテル日常清
掃

ホテル共用部、浴場清掃。

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)21時30分～1時30分

時給 採血、健康相談業務
の経験1,279円～1,455円

静岡県熱海市小嵐町１４－８

15

特定感染症の採血・
相談業務

静岡県熱海健康福祉センターにおい
て、特定感染症の採血・相談業務を担
当していただきます。

※１日４時間、年間６日間の勤務で
す。

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ヶ月以上）(1)8時30分～12時30分

時給

1,000円～1,000円14

客室清掃 客室清掃
・トイレ、浴室などの掃除
・窓拭き
・ダスティング
・掃除機掛け

＊ベッドメイキングなどは有りませ

パート労働者 交替制あり 株式会社　新かど旅館
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14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

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 60歳～69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-  796631 各種保険： 労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 84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-  800631 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-48-6355 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 日商簿記３級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  802131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5588 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 水 二級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者）

求人番号: 22050-  805231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-38-3500 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-  301931 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0570-018-218 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 美容師 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: 14150- 1699031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 078-993-3580 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: 28200-  666831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 078-993-3580 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: 28200-  668531 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 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: 14010- 4721431 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 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14010- 4724631 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 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: 14010- 4727031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  670431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水木土日 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: 22050-  681631 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市泉３４－１７
ライオンズマンション湯河原万葉
公園

時給 浴場清掃経験者

1,500円～1,500円

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地の１７５

39

（請）リゾートマン
ション浴場清掃

リゾートマンションにおける浴場清掃
のお仕事です。
浴槽内の洗浄、鏡・カランの洗浄、洗
面器やイスなどの洗浄、
床面や側溝なでの洗浄など一般的な浴
場の清掃となります。
週に２日の勤務（月曜日・金曜日）と

パート労働者 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めなし (1)11時00分～14時30

時給 ケアマネージャー業
務1,800円～1,800円

静岡県熱海市清水町１８－３

38

介護支援専門員 要介護認定の申請代行
ケアプランの作成
介護保険サービス提供事業者との連絡
調整
サービス計画に基づいたサービス実施
状況の把握と評価
介護に関する知識援助　　　　等

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

時給

1,250円～1,250円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３

37

児童指導員【熱海ひ
かり】

・法人が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）を提供してい
ます。

・放課後や土曜日、学校休業日におい
て子ども達が安全に楽しく

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 (2)13時00分～17時00

1,250円～1,250円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３

36

保育士【熱海ひか
り】

・法人が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）を提供してい
ます。

・放課後や土曜日、学校休業日におい
て子ども達が安全に楽しく

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 (2)13時00分～17時00

1,250円～1,250円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市泉４１１－２９２

35

専門的支援スタッフ
【熱海ひかり】（心
理学部卒の方対象）

・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 ４年生大学心理学科
卒の方

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 (2)15時30分～18時30

1,200円～1,500円

静岡県熱海市泉４１１－２９２

34

調理補助 ○レストランでの調理師の補助作業で
す
　＊仕込み作業
　＊盛り付け
　＊片付け等
　＊その他、付随する業務あり

パート労働者 交替制あり 株式会社　フレディアホテルマネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～8時00分

時給 (2)17時00分～21時00 レストランホール業
務経験1,100円～1,375円

静岡県熱海市清水町２０－６　共
精第２ビル１０２号室
清水町商店街内
（静岡熱海店）

33

レストランホール係 ○保養所でのレストランホール業務全
般をお願いします

　＊レストランホールで食事・飲み物
の提供
　＊片づけ作業
＊その他、付随する業務あり

パート労働者 交替制あり 株式会社　フレディアホテルマネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時00分

時給 カット経験

1,100円～1,600円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市田原本町１１－１
　ラスカ熱海店

32

美容師・スタイリス
ト　【静岡熱海店】

・カット・カラー・パーマの施術
◆ブランクや年齢を気にされている
方、子育て中の方も
　大歓迎です。
週１日、３ｈ～の勤務可

研修もあるので無理なく復職も可能で

パート労働者 交替制あり 株式会社ハクブン
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時30分～19時30

1,000円～1,000円

静岡県熱海市中央町２番２号

31

販売（アルバイト）
【ラスカ熱海店】

○お菓子の販売
○お菓子ひとつひとつのラベル貼り、
箱折り、
　商品箱詰め、包装、陳列、補充
○商品説明、ご提案
○レジ入力、金銭授受　など


パート労働者 株式会社　石舟庵
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～1,200円

静岡県熱海市咲見町３－１４　２Ｆ

30

事務員 電話応対、簡単なＰＣ入力、お茶出し パート労働者 ワンストップ株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～17時00分

時給 営業経験ある方尚可
（業界問わず）1,000円～1,300円

又は9時00分～18時00

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

29

経理事務 下記のとおり、経理事務全般を担当し
ていただきます。
　・パソコン（会計ソフト『弥生会
計））への伝票入力作業
　・伝票処理
　・各種帳簿の作成
　・月次決算処理

パート労働者 株式会社　江島税務会計事務所
雇用期間の定めなし

時給 接客経験必須。

1,100円～1,200円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

28

ホテルラウンジス
タッフ

ホテル内のラウンジでお客様からオー
ダーのあったコーヒーやお茶などのド
リンクを作っ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。
初めは、覚えていただくまでしっかり

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)10時00分～16時00

時給 清掃業務

944円～944円
又は8時30分～18時00

27

洗濯・清掃担当 入居者等１００名程度の日常使用の衣
類・バスタオル等の
洗濯物を業務用の洗濯機で洗濯し、業
務用の乾燥機で乾燥
洗濯終了後の衣類をたたみ、各居室へ
もっていき収納庫に
収納します

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人海光会　介護老人福祉施設海光園
雇用期間の定めなし
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 26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: 13170- 2683231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6407 従業員数 13人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  659931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6407 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 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-  660231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-6407 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 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-  661531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3384 従業員数 10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 あり

求人番号: 22050-  662431 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 2489131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-204-4000 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 なし

求人番号: 22010- 2506631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70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-  616631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-67-3003 従業員数 131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 あり

求人番号: 22050-  623331 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 06-6222-1051 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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27010- 4859631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 2069031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-982-1481 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  587131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 048-651-6700 従業員数 19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-  557231 各種保険： 労災 月平均 2時間

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

時給 (2)9時30分～18時30分

994円～1,066円 (3)16時00分～10時00

静岡県熱海市伊豆山７１１　伊豆山小学校

52

介護スタッフ（熱海
市）　認知症高齢者
グループホーム

・ご入居者の生活リズムや趣味活動
（散歩、外出、園芸など）に寄り添い
つつ、お掃除やお洗濯などの自立を促
す支援を行います。
・原則１ユニット９名のご入居者のケ
ア全般を、日中２・３名（早番・遅
番）と夜勤１名で担当。イベントなど

パート労働者 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時15分～16時15分

時給 調理の経験があれば
尚可。1,070円～1,080円

静岡県熱海市下多賀字風越５５６

51

（請）調理補助（熱
海市）

学校給食の調理業務全般
・食材の洗い、刻み、調理、盛り付
け、配膳など関連した業務
・食器等の片付け、洗浄
・施設の洗浄や清掃など
・午後のみ勤務の方は食器等の洗浄、
調理室以外（休憩室等）の掃除、施設

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社レクトン　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時30分

時給 (2)10時30分～18時00

944円～944円 (3)18時00分～21時00

静岡県熱海市上多賀１２番地
シーサイドいずたが

50

接客（ガスト網代） ◎ファミリーレストランでの接客業務
です。
・お客様のご案内
・オーダーとり
・料理の提供（一部店舗配膳ロボ有）
・食器の片付け、テーブルセッティン
グ

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)7時00分～10時30分

その他

1,050円～1,050円
又は20時00分～7時00

静岡県熱海市初島８００

49

ホテルナイトフロン
ト（静岡県熱海市）

宿泊施設のフロント夜勤の募集です。
宿泊されているお客様の夜間対応、館
内見回り、施錠、緊急時対応や連絡な
どが主なお仕事です。
月１５日程度、２０時００分～７時０
０分の勤務で、基本１時００分～４時
３０分は仮眠となり休憩時間です。

パート労働者 株式会社　エムアンドエムサ－ビス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)9時00分～16時00分

1,200円～1,600円 (3)18時00分～23時00

静岡県熱海市春日町７－３９

48

洗い場（住込み） 【洗い場スタッフ業務】
・ホテル内レストランにおける洗い場
作業
　（食器・漆器の洗浄業務）
・食器・漆器の管理
・厨房清掃業務

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
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～23時00分

時給 フロント等の接客経
験1,030円～1,030円

静岡県熱海市熱海１９９３番地７
ケアリゾート熱海

47

ナイトフロント ・夜間の接客対応
・伝票確認
・予約カード確認（ＰＣ利用）
・大浴場更衣室整頓
・電話対応
・翌日のルームキー及び食事券準備
・アメニティー整理整頓　等

パート労働者 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)21時00分～7時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県熱海市渚町２－５
「ジョナサン　熱海サンビーチ
店」

46

（請）マンション清
掃員／熱海市

マンションの共用部分とよばれる場所
の清掃を行うお仕事です。
・建物周囲、
・建物内部の掃き拭き、又は掃除機掛
け、
・大浴場清掃等


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～12時00分

時給 (2)18時00分～22時00

990円～1,040円 (3)21時00分～23時30

静岡県熱海市和田浜南町５－８

45

接客（ジョナサン
熱海サンビーチ店）

◎ファミリーレストランでの接客業務
です。
・お客様のご案内
・オーダーとり
・料理の提供（一部店舗配膳ロボあ
り）
・食器の片付け、テーブルセッティン

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)11時00分～15時00

日給 危険物取扱者、ボイ
ラー技師、電気工事
士資格お持ちの方歓

1,250円～1,250円

静岡県熱海市田原本町２－６

44

ナイトフロントス
タッフ

ナイトフロントとして夜間にチェック
イン・チェックアウト
されるお客さまの対応、チェックアウ
ト準備
ＰＣデータ入力作業、館内巡回などを
お願いします。
途中、５時間の休憩をとれます。日中

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ヶ月未満）(1)20時00分～9時00分

時給 (2)16時00分～22時00

1,000円～1,050円

静岡県熱海市田原本町２－６

43

ホール接客係 ホールでの接客業務
・配膳
・片付け
・レジ精算　他

　
★　　急　募　　★

パート労働者 交替制あり 有限会社　囲炉り茶屋
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,050円

静岡県熱海市田原本町２－６

42

洗い場係 ・食事後下膳されてきた食器、皿等の
残飯を処理し洗浄機で洗って　いただ
きます。
・洗浄機で洗い終わった食器類を片づ
けながら食器棚に格納してい　ただき
ます。
・４人がローテーションで行います。

パート労働者 交替制あり 有限会社　囲炉り茶屋
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)16時30分～22時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市上宿町１８－１０
「ジョナサン　熱海店」

41

調理補助 調理補助
・仕込み作業
・料理の盛り付け

※店の席数は１００席程度です。
　通常５０席程度は稼働しています。
※包丁で魚を捌いた経験がある方大歓

パート労働者 有限会社　囲炉り茶屋
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時00分

時給 (2)10時00分～17時00

990円～1,040円 (3)17時00分～21時0040

接客（ジョナサン
熱海店）

◎ファミリーレストランでの接客業務
です。
・お客様のご案内
・オーダーとり
・料理の提供（一部店舗配膳ロボあ
り）
・食器の片付け、テーブルセッティン

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)7時00分～11時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 048-651-6700 従業員数 19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-  559431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-68-0143 従業員数 9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-  568731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-5661 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: 22050-  573231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-3337 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-  233231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 22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- 1243831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-1845 従業員数 4人

年　　齢: 71歳以下 休　　日： 水日祝他 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-  540531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-3111 従業員数 15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-  521831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 17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-  526331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-6707 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  529131 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-931-4100 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 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: 22030-  788831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-750-5261 従業員数 4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: 14010- 3353731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-823-8105 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水他 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: 14030-  578231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 水日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  455331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市春日町７－３９

時給

950円～950円

静岡県熱海市網代６２７－１１４３　　　　　　　　　　　　　　　《南熱海壱番館》

65

共用部清掃 ・館内の共用部（宴会場・ロビー・階
段・通路・トイレ）等の清掃
・ホテル外周及び敷地内コテージ周辺
の清掃
・喫煙所の清掃（１日１回程度）
・ゴミ回収
・その他雑務

パート労働者 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～15時00分

時給 (2)15時00分～18時00 マンション管理人の
経験あれば尚可／接
客が好きな方を希望

1,100円～1,300円

静岡県熱海市中央町１－１

64

マンション管理人 ＊マンションの管理一般（会計事務、
宅配便の受け取り、マンショ　ン内外
の見回り、清掃、その他付随する業
務）　　　　　　　　＊民泊のお客様
の案内、説明

勤務時間　９：３０～１２：３０　１

パート労働者 山手クリニック　石浦　哲
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給

944円～944円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル２Ｆ
あたみ中央クリニック

63

受付・電話交換（熱
海）

熱海市役所
・総合案内窓口における受付、案内業
務
・市役所代表電話の交換業務
・駐車券磁気処理
・一日２名体制
＊電話交換の経験あれば尚可

パート労働者 株式会社　市川総業
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時15分

時給

1,020円～1,020円
又は8時30分～17時00

静岡県熱海市熱海１７３９ー３４　熱海パサニアクラブ１７０３

62

事務員【急募】（あ
たみ中央クリニッ
ク）

「あたみ中央クリニック」において、
以下の業務を担当していただきます
・窓口会計、レセプト請求
・未収金管理
・カルテ作成（収納・保管）
・電話対応、窓口対応　等

パート労働者 公益財団法人　復康会　沼津中央病院
雇用期間の定めなし

時給 家政婦

1,600円～1,600円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市春日町１７－１４

61

家事全般 社長の身の回りの世話（家事全般）をお願いします。パート労働者 株式会社　親和彫刻工芸社
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時00分～17時00分 ホテル清掃又は、副
責任者経験（あれば
尚可）

1,200円～1,200円

静岡県熱海市清水町１－１４

60

（請）ホテル客室清
掃　副責任者／熱海
市春日町

＜副責任者の業務は下記の通りです＞
・清掃指示書作成
・ホテル等の連絡業務
・客室等の清掃後のチェック作業
・パソコン操作作業

パート労働者 交替制あり 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

1,200円～1,500円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市昭和町１８－１０

59

歯科衛生士 歯科衛生士業務
その他歯科医院に必要な業務

パート労働者 交替制あり 医療法人社団　晃友会　野本歯科医院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,200円～1,500円

静岡県熱海市下多賀字風越５５６
「ガスト　網代」

58

配達 旅館、ホテル等に魚を納入する仕事で
す。
熱海市内、箱根への取引先に数件程度
の配達です。
納入商品は加工済の商品ですので
衣服や手が汚れることはありません。
配達に伴う容器洗浄が付帯します。

パート労働者 有限会社魚源
雇用期間の定めなし (1)11時00分～15時00

時給

944円～944円

静岡県熱海市咲見町

57

朝清掃（ガスト　網
代）

◎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)7時00分～8時30分

時給 (2)10時00分～16時00 管理員経験

1,100円～1,200円

静岡県熱海市咲見町４番２１号

56

マンション管理員
【熱海】　◆急募◆

リゾートマンションの管理員

〇巡回点検
○設備稼働点検
○外部業者立合い
○受付応対
○日報作成報告　等

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～18時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市網代４４７

55

（請）マンション共
用部分清掃

マンション共用部分の清掃
・大浴場清掃、廊下・階段等の掃き掃
除、拭き掃除、ブラシ掛け等
・家庭用掃除機、モップ等を使用しま
す。

パート労働者 交替制あり 日本ハウズイング株式会社　熱海営業所
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 医療事務経験者

1,000円～1,050円

静岡県熱海市水口町２丁目３番４２

54

医療事務 ・カルテ出しおよび整理
・医療事務補佐全般
・処方の説明

パート労働者 交替制あり 三田村医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時00分

時給

996円～1,066円53

夜勤専門スタッフ
（熱海市）　認知症
高齢者グループホー
ム

・ご入居者の生活リズムや趣味活動
（散歩、外出、園芸など）に寄り添い
つつ、お掃除やお洗濯などの自立を促
す支援を行います。
・原則１ユニット９名のご入居者のケ
ア全般を、日中２・３名（早番・遅
番）と夜勤１名で担当。イベントなど

パート労働者 変形（1ヶ月単位） メディカル・ケア・サービス株式会社
　愛の家グループホーム熱海水口雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～10時00
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【熱海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

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-81-2121 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  462731 各種保険： 雇用・労災 月平均 13時間

     TEL: 0557-81-6082 従業員数 6人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火木土日 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-  467031 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 0557-86-5400 従業員数 15人

年　　齢: 69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-  471331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050-  473931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月木日他 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-  483031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 047-496-3235 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木金他 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: 12090- 1036131 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 4999731 各種保険： 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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 8229631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3042 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: 13040- 8247931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-9678 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  205931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13040- 7457031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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: 13040- 7535931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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- 7539231 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市水口町２－１２－３

時給

960円～1,050円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

78

【パート】調理補助
スタッフ／亀の井ホ
テル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」における調理補助スタッフのお
仕事です。

■仕事内容
亀の井ホテル熱海での調理に使う食材

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時00分

時給 (2)18時00分～22時00

960円～1,050円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

77

【パート】洗い場ス
タッフ／亀の井ホテ
ル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」における洗い場スタッフのお仕
事です。

■仕事内容
亀の井ホテル熱海内で使用した食器類

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～22時00

時給 (2)15時00分～19時00 ◆接客・販売経験の
ある方1,000円～1,000円

静岡県熱海市田原本町３－１０
　『饅頭総本山　源楽　熱海店』

76

【パート】バスドラ
イバー／亀の井ホテ
ル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」におけるバスドライバーのお仕
事です。
■仕事内容
宿泊されるお客様の送迎業務をお任せ
します。ホテル駐車場から熱海駅まで

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～12時00

時給 (2)12時00分～17時00

950円～950円 (3)8時00分～17時00分
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市渚町２２－１０
「スパリゾートリブマックス」内
レストラン（当社店舗）

75

和スイーツの販売員
【熱海駅前】

本社工場で作られてきたお饅頭や和ス
イーツを、お客様に説明・試食して頂
き、レジにてご購入して頂く販売のお
仕事です。
簡単な包装作業、湯茶の接待もありま
す。


パート労働者 交替制あり マルコシ製菓　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～13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１４－１２
リブマックスリゾート熱海シーフ
ロント

74

調理スタッフ／熱海
ｏｃｅａｎ

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 (2)16時00分～22時00

1,200円～1,200円

静岡県熱海市上多賀８６３－１
エンゼルシーサイド南熱海

73

レストランスタッフ
リゾート熱海（朝
食・夕食）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海シーフロント」内にあるレスト
ランでの、朝食・夕食をご提供頂くス
タッフ募集。
＜仕事内容＞
・お客様対応
・食器洗いや片づけ

パート労働者 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）(1)6時00分～12時00分

時給 (2)9時00分～18時00分 パソコン操作が出来
る方、ワード、エク
セル　　　　　

1,050円～1,050円

静岡県熱海市田原本町９－１熱海第一ビルＢ１Ｆ

72

リゾートマンション
設備管理／熱海市

マンション内の共用施設の簡単な設備
管理業務（　点検等　）、
浴槽の簡単な清掃業務、
館内巡回、
駐車場管理、
館内庭園管理、
業者対応、

パート労働者 交替制あり 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)12時00分～19時00

950円～950円

静岡県熱海市東海岸町１－２　貫一ホテル

71

ワンズレンタカー直
営店の運営業務全般
の店舗スタッフ／熱
海

◎レンタカー店舗業務として、予約確認・車輌準備（洗車・　点検など）を行って頂きます。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ワンズネットワーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～19時00分

日給 ホテル、旅館等で浴
場経験者1,200円～1,200円

静岡県熱海市田原本町２－１９

70

（請）旅館浴場清掃 旅館における浴場清掃のお仕事です。
・浴場内清掃（浴槽、洗面器、椅子、
鏡、カラン、床面、側溝等）
・脱衣所清掃（洗面台、鏡、棚、床
面、トイレ、掃除機掛け等）
・消耗品の補充
・露天風呂の清掃、脱衣所、セッティ

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

時給 ホテル、旅館等で客
室清掃、責任者など
の経験あると尚良

1,000円～1,100円
又は8時30分～13時30

静岡県熱海市上宿町１４－１０

69

（請）旅館清掃責任
者候補

旅館における客室清掃責任者（候補）
のお仕事になります。
作業内容は主に下記の内容になりま
す。

・清掃の補助（掃除機掛け、各種入れ
込みなど）

パート労働者 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めなし (1)8時30分～13時30分

時給

1,000円～1,200円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町１８－６０

68

（請）保養所におけ
る清掃業務

・客室、共用部、浴室清掃
　上記内容に付帯する業務

パート労働者 エームサービスジャパン株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時30分

時給 訪問介護員や実務経
験等1,200円～1,500円

又は12時00分～17時00

静岡県熱海市中央町１４－９

67

介護職 通院介助や自宅への退院時の２人介助
要員。
訪問介護（訪問先は特定）食事介助・
おむつ交換
着替えや家事手伝い他、会社の定める
仕事

パート労働者 あたみ１ばん
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

日給 マナー講習

1,000円～1,250円66

旅館スタッフ【ナイ
トフロント】パート
タイム

夜間の館内巡回をしていただき、異常
がないか確認していただきます。

また夜間のフロント業務も兼務してい
ただきますが難しい業務はありませ
ん。


パート労働者 変形（1年単位） 悠　株式会社（熱海温泉　山木旅館）
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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: 13040- 7545031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 13040- 7573731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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: 13040- 7588231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60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: 13040- 7593131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 7725431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 022-791-1220 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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 04010- 2856131 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-82-3577 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 水日 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-  384131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 4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-  394831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 3986331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 3989131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 3994731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 3997931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 4001731 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

時給 ◆経験者優遇
◆調理師免許有資格
者

1,050円～1,250円
又は8時30分～22時00

静岡県熱海市水口町２－１３－３

91

【パート】予約受付
スタッフ／亀の井ホ
テル熱海

●仕事内容
亀の井ホテル熱海での予約受付業務の
お仕事です。
インターネット予約サイトや電話での
対応、当日来館するお客様の準備等。
接客業務ではございませんが、お客様
が快適にお過ごしいただくために非常

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)18時00分～22時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市水口町２－１３－３

90

【パート】洗い場／
亀の井ホテル熱海

●仕事内容
亀の井ホテル熱海内で使用した食器類
の洗浄をお願いします。
手洗いするものと食洗機を利用するも
のに分けて、洗い終わりは汚れが残っ
ていないかを確認。
割れ物が多いので、気を配りながら作

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～22時00

時給

1,000円～1,100円
又は6時00分～22時00

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

89

【パート】調理補助
／亀の井ホテル熱海
（本館）

●仕事内容
亀の井ホテル熱海での調理に使う食材
の下準備や盛り付け、食器の準備、片
付けといった補助のお仕事です。
シフトの時間帯によっては、厨房内の
清掃もお願いします。
調理のお仕事経験のある方はもちろん

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～20時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

88

【パート】レストラ
ンスタッフ／亀の井
ホテル熱海（別館）

●仕事内容
亀の井ホテル熱海（別館）のレストラ
ンスタッフのお仕事です。
お客様のアテンド、お料理やドリンク
のサービス、セッティングなどのお仕
事があります。
美味しい料理とともに心のこもった

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給

1,000円～1,100円
又は8時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町８－１３

87

【パート】調理補助
／亀の井ホテル熱海
（別館）

●仕事内容
亀の井ホテル熱海別館での調理に使う
食材の下準備や盛り付け、食器の準
備、片付けといった補助のお仕事で
す。
シフトの時間帯によっては、厨房内の
清掃もお願いします。

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)13時00分～19時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市小嵐町９－５１

86

（請）駐車場スタッ
フ（ハローズ熱海ビ
ル）

・駐車場入出庫ご案内、安全管理を
行っていただきます。

・実地研修も行いますので、未経験で
も大丈夫です。

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～13時00分

時給 鮮魚加工技術

1,000円～1,100円
又は6時30分～15時30

静岡県熱海市東海岸町３－１９
ホテルミクラス

85

鮮魚加工 ホテル・旅館・飲食店等に納める鮮魚の下処理等の加工を行うお仕事です。パート労働者 かね哲水産株式会社
雇用期間の定めなし

時給 エステティシャン、
アロマエステなどの
実務経験

1,000円～1,500円

静岡県熱海市渚町２２－８

84

エステティシャン・
セラピスト

温泉地にあるリゾートホテルや高級旅
館内のサロンでエステ施術・
リラクゼーション施術を行い、お客さ
まの「美」と「健康」のお手
伝いをしていただく仕事です。

＊主な業務内容＊

パート労働者 変形（1年単位） ＥＧＡＯ　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)15時00分～0時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

83

パーキングスタッフ
（熱海ｏｃｅａｎ）

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

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

時給 ◆接客・販売経験の
ある方1,000円～1,100円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

82

【パート】レストラ
ンスタッフ／亀の井
ホテル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」におけるレストランホールス
タッフのお仕事です。

■仕事内容
お客様のアテンド、メニュー説明、注

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～21時00分

時給 (2)8時30分～17時30分 ◆接客・販売経験の
ある方1,050円～1,300円 (3)13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町２－１３－７７

81

【パート】フロント
事務スタッフ／亀の
井ホテル熱海（本
館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」におけるフロント・受付スタッ
フのお仕事です。

■仕事内容
チェックイン、チェックアウトをはじ

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)16時30分～20時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市水口町２－１２－３

80

【パート】レストラ
ンスタッフ／亀の井
ホテル熱海（別館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（別
館）」におけるレストランホールス
タッフのお仕事です。

■仕事内容
お客様のアテンド、お料理やドリンク

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)4時00分～7時30分 ◆接客・販売経験の
ある方1,040円～1,040円79

【パート】ナイトフ
ロント／亀の井ホテ
ル熱海（本館）

マイステイズ・ホテル・マネジメント
が運営する「亀の井ホテル熱海（本
館）」におけるナイトフロント・受付
スタッフのお仕事です。

■仕事内容
業務内容は、チェックイン＆チェック

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時00分～1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

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0465-62-8782 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: 14070-  273131 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0465-62-5540 従業員数 8人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 14070-  281131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 金土日 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-  284731 各種保険： 労災 月平均 1時間

     TEL: 0557-85-2000 従業員数 70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-  286631 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-87-1860 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  293331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2410 従業員数 37人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  304531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-3180 従業員数 25人

年　　齢: 18歳～69歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  307331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3651 従業員数 29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: 22050-  315631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-3651 従業員数 29人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  316931 各種保険： 雇用・労災・健康 月平均 

     TEL: 0557-83-5678 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  319831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-5678 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  321731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-95-8080 従業員数 10人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22110-  145131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 8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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040- 2714331 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザ熱海湯庵」サービス付き
高齢者向け住宅

日給

1,311円～1,350円

静岡県熱海市田原本町４－８

104

【ミモザ熱海湯庵】
夜勤コンシェルジュ
／サ高住

高齢者向け住宅内で、夜勤をお願いし
ます。
「福祉施設で働きたいけど、経験がな
い」という方でも
問題ありません。

未経験の方でも、先輩社員が丁寧に指

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ミモザ株式会社
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8時30分～17時30

静岡県熱海市田原本町６－４

103

みやげ・海産物販売
【熱海本店】

◎自社工場製造の海産物、みやげ物の
販売
　ハンバーガーショップでの接客
　飲食スペースでの調理補助やホール
業務
　商品試食のお勧めやご案内、レジ対
応（バーコード式）、

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

時給 (2)9時00分～15時30分

1,050円～1,100円

静岡県熱海市田原本町６－４

102

温泉まんじゅう製造
手伝い

自家製温泉まんじゅうの製造ラインの
補助及びまんじゅう包餡機の片付けを
お願いします。

誰でも出来る単純作業です。

未経験の方も歓迎。

パート労働者 交替制あり 有限会社　桜井商店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～14時00分

時給 (2)9時00分～16時30分

1,050円～1,100円

静岡県熱海市春日町１－２

101

温泉まんじゅう及び
土産物の販売

自家製温泉まんじゅうや干物等土産物
の包装及びお客様との接客に伴う商品
説明や販売をお願いします。

接客が好きな人大歓迎します。

土日のみ勤務の方も歓迎

パート労働者 交替制あり 有限会社　桜井商店
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時00分

時給

1,200円～1,400円
又は16時30分～21時00

静岡県熱海市春日町１－２

100

レストラン　（和
食）

・旅館での和食の提供
・お飲み物の提供

旅館のお食事処で接客のお仕事です。


パート労働者 変形（1年単位） 熱海温泉　湯宿一番地（志ほみや観光株式会社）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給

1,000円～1,000円
又は16時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１４－１１

99

食器洗浄スタッフ ・食器の洗浄
・食器の管理
・簡単な盛り付け

和風温泉旅館での調理部でのお仕事で
す。
お料理の簡単な盛り付け、食器の洗浄

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 熱海温泉　湯宿一番地（志ほみや観光株式会社）
雇用期間の定めなし (1)6時30分～9時30分

日給 ホテルでの仕事が主
になりますので、接
客やサービス業の経

1,134円～1,200円

静岡県熱海市桜木町７－６

98

施設警備員 施設警備の専門で、特にホテルの夜間
警備（巡回や受付等）を行います。
車での移動があります。（自動車免許
は必須です。）

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 関東警備保障　株式会社
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給 (2)9時00分～2時00分 普通免許取得後３年
経過950円～1,200円

静岡県熱海市上多賀７３６－１

97

定時制タクシー乗務
員

網代営業所より目的地までお客様を安
全と　　　　　　　　　　　　安心で
送届ける仕事です
地元のお客様と観光客様の送迎になり
ます


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

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市春日町７－３９

96

別荘・リゾートマン
ション・保養所の清
掃

週１日からでも入れます。
別荘（戸建・マンション）保養所の水
回りを含めた室内清掃です。
建物全体をくまなくお掃除するスポッ
ト清掃から簡易的な利用後清掃まで、
作業しながらプロのお掃除が身につき
ます。

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

時給 配膳又はホール経験
等1,100円～1,400円

又は16時30分～20時30

静岡県熱海市春日町７－３９

95

接客係（料飲サービ
ス）

朝又は夕食、宴会等での配膳等接客
サービス
・お客様の席へのご案内
・料理の配膳やドリンクの提供サービ
ス
・テーブルの片付けやセッティング
・お客様のご依頼された接客に関する

パート労働者 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時30分～10時30分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市泉４２８－３
「三井物産　人材開発センター」

94

駐車場係 来館者に、自家用車の駐車場所と入館時の案内を行う。また駐車場の簡単な清掃をお願いします。パート労働者 国家公務員共済組合連合会熱海共済会館ＫＫＲ　ＨＯＴＥＬ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)14時00分～18時00

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市水口町２丁目２０－１６

93

レストランサービス
係（三井物産　人材
開発センター）

○企業の研修施設での食事配膳・下膳
○旅館の客室での食事配膳・下膳
○旅館の広間での食事配膳・下膳　○
接客
○ドリンクのオーダーの受け　　○食
器洗浄補助（機械・手洗い）
○布団敷補助　　○広間の清掃　　○

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　フォレスト（ホテル城山）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～21時00分

時給 客室清掃

1,071円～1,200円92

客室清掃（サンダン
ス・リゾート熱海）

客室清掃全般
○掃除機がけ　　　　　○トイレ清掃
○浴場清掃　　　　　　○備品の準備
等　　　　
○その他付随する業務

パート労働者 株式会社　ヒカルクリーンサービス
雇用期間の定めなし (1)9時30分～15時00分
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【熱海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

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員実務者研修
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 介護福祉士

求人番号: 13040- 2723631 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040- 3234631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ホームヘルパー２級

求人番号: 13040- 3236131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 20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: 13080- 3533031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 22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: 13080- 3566031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-1131 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  246031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-982-1481 従業員数 9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 あり

求人番号: 22050-  251631 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-86-1058 従業員数 3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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-  267731 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： 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-  269631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-7859-5958 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110-  128631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3201-6655 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010- 1554331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 71人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 2138631 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 71人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 2178331 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市熱海１９９３－６５

時給 レストランホール業
務の経験1,200円～1,200円

又は7時00分～22時00

静岡県熱海市熱海１９９３－６５
「ホテルニューアカオ」

117

【パート】レストラ
ンホールスタッフ／
ホテルニューアカオ

●仕事内容
ホテルニューアカオ内レストランでの
ホールスタッフのお仕事です。
お客様のご案内、注文、料理や飲み物
のご提供のほか、予約対応やセッティ
ング、片付けなどもお願いします。
場合によっては食器の洗浄など、洗い

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 清掃業務の経験

1,200円～1,200円

静岡県熱海市上多賀９８０－１
シャトーテル赤根崎

116

【パート】客室清掃
／ホテルニューアカ
オ

●仕事内容
ホテルニューアカオ内での客室清掃及
びハウスサービス業務のお仕事です。
ベッドメイキング、備品やアメニ
ティ、リネン類の交換や補充、バス
ルーム等の水回りの清掃など客室内の
清掃業務全般をお願いします。

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～15時00

時給 (2)9時00分～18時00分

1,050円～1,050円

静岡県熱海市梅園町１２－２３

115

リゾートマンション
管理員／シャトーテ
ル赤根崎・熱海市

オーナー対応、館内巡回、設備点検、
業者立ち合い等



パート労働者 株式会社　エンゼル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

1,200円～1,500円
又は10時00分～16時00

静岡県熱海市西熱海町２丁目２４
番地８号

姫の沢莊

114

清掃　【熱海】 ○貸別荘の清掃業務です（熱海市内に
６棟あり）
　１棟の貸別荘清掃を１～２名で行い
ます。
　部屋・キッチン・風呂・トイレ等全
体の清掃
　掃除機かけ・お皿洗い・ベットメイ

パート労働者 合同会社　伊豆民泊
雇用期間の定めなし

時給

960円～1,000円

静岡県熱海市銀座町１０番２１号

113

（請）清掃員 老人ホーム内の清掃
・トイレ清掃
・居室清掃

パート労働者 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)10時00分～13時30

時給

2,150円～2,180円

静岡県熱海市下多賀９２０－１

112

飲食店業務全般
（ホール・洗い場・
接客）

お仕事は丁寧にお教えいたします。
マニュアルもあります。
お客様へのおもてなしの心があれば大
丈夫です。

※※※　急　募　※※※


パート労働者 交替制あり （有）そば処　利久庵
雇用期間の定めなし (1)9時45分～15時45分

時給

950円～960円

静岡県熱海市咲見町６－２５

111

（請）学校給食調理
補助

学校給食調理補助
盛り付け、野菜キザミ、片付け、洗
い、清掃等

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社レクトン　静岡営業所
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時30分

時給

1,000円～1,200円
又は16時00分～20時00

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海３階
当社：ラスカ熱海店

110

サービス業務全般 ●保養所内にある食堂での接客業務
　食堂開店の準備
　料理の配膳及び下膳
　飲物の提供（アルコールを含む）
　閉店後の清掃
●保養所内にある調理場での洗い場業
務

パート労働者 交替制あり サンライズ熱海（株式会社フジランド）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

時給

1,200円～1,500円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
ロイヤルリゾート株式会社　熱海
駅前店

109

営業サポート（営業
事務）／ラスカ熱海
店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
リゾートの住まいに特化した不動産仲
介を行っております。

事務業務をはじめ、みんなで取り組む
「お店づくり」まで、

パート労働者 ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)10時00分～17時00

1,200円～1,500円

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

108

営業サポート（営業
事務）／熱海駅前店

熱海で圧倒的なシェア率を誇るロイヤ
ルリゾート！！
リゾートの住まいに特化した不動産仲
介を行っております。

事務業務をはじめ、みんなで取り組む
「お店づくり」まで、

パート労働者 ロイヤルリゾート株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,410円～2,245円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市桜町２番１５号　
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護

107

【ミモザヘルパース
テーション熱海】登
録ヘルパー／訪問介
護

ご利用者様のお宅を訪問し介護サービ
スを提供します。
ニーズに合わせて身体介護・生活支援
を行い、
ご利用者様と１：１の寄り添ったケア
ができます。


パート労働者 ミモザ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)8時30分～17時30分

1,180円～1,230円 (3)9時30分～18時30分

静岡県熱海市桜町２番１５号
「ミモザヘルパーステーション熱
海」訪問介護
※「ミモザ熱海湯庵」内併設

106

【ミモザヘルパース
テーション熱海】訪
問介護員／パート

ご利用者様のお宅を訪問し介護サービ
スを提供します。
ニーズに合わせて身体介護・生活支援
を行い、
ご利用者様と１：１の寄り添ったケア
ができます。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） ミモザ株式会社
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 介護経験、訪問介護
経験、サ責経験
※サ責経験者歓迎

1,360円～1,390円 (3)11時00分～20時00105

【ミモザヘルパース
テーション熱海】
サービス提供責任者

訪問介護業務、計画書の作成業務、
ご利用者様やヘルパーさんの管理業務
を行ないます。

＜主な業務内容＞
・訪問介護業務（身体介護、生活援
助）

パート労働者 ミモザ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分
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【熱海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

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-6857-2529 従業員数 71人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040- 2188931 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-68-2221 従業員数 20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-  176231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-2221 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  177531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-2221 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050-  178431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-2221 従業員数 20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-  179731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-82-2182 従業員数 84人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  183831 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  203931 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-  204131 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-86-6035 従業員数 650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 あり

求人番号: 22050-  206831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     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-  186231 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: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-  192031 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-  212631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-254-5581 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22010-  231131 各種保険： 労災 月平均 

静岡県静岡市葵区紺屋町１７－１
葵タワー２０～２１階

＊自宅を拠点として静岡県熱海

時給 (2)13時00分～16時00

1,500円～1,500円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

130

共済商品の普及活動
員／熱海市・伊東
市・伊豆の国市・伊
豆市

担当エリアを順序良く定期的にまわっ
て、県民共済の良さを伝えていただく
お仕事です。パンフレットのお届け、
制度のご案内、加入手続きが主なお仕
事です。社会貢献に繋がるお仕事で
す。


パート労働者 静岡県民共済生活協同組合
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～1,200円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

129

予約スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

・宿泊予約の電話受付や問い合わせ対
応
・予約情報の入力業務など
ＰＣ入力作業と電話応対が基本業務で
す。
事務的作業が多い部署の為、
お客様と直接接する機会は少ないです

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

時給 (2)10時00分～19時00

1,000円～1,200円
又は12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）

128

【急募】ホテルの予
約スタッフ／ホテル
大野屋

・宿泊予約の電話受付や問い合わせ対
応
・予約情報の入力業務など
ＰＣ入力作業と電話応対が基本業務で
す。
事務的作業が多い部署の為、
お客様と直接接する機会は少ないです

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

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市中央町１番１号

127

予約スタッフ／伊東
園ホテル熱海館

・宿泊予約の電話受付や問い合わせ対
応
・予約情報の入力業務など
ＰＣ入力作業と電話応対が基本業務で
す。
事務的作業が多い部署の為、
お客様と直接接する機会は少ないです

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

時給

944円～944円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

126

事務補助（会計年度
任用職員）

市民生活課市民室の業務に関する事務補助（主として窓口業務）パート労働者 熱海市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時30分～16時30分

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

125

客室案内係 お客様をお部屋までご案内、お茶の提
供、館内説明

その他雑務

高齢者の方も元気に働いている職場で
す

パート労働者 交替制あり 山の上ホテル≪有限会社　飯塚商事≫
雇用期間の定めなし (1)15時00分～18時00

時給 (2)15時00分～21時00

1,100円～1,100円

静岡県熱海市東海岸町１３－９３

124

内務係・送迎ドライ
バー

市内の送迎（１０名乗りの普通免許で
運転出来る車です）
料理運搬
布団上げ下ろし
その他雑務

高齢者の方も元気に働いている職場で

パート労働者 交替制あり 山の上ホテル≪有限会社　飯塚商事≫
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)8時30分～12時00分

1,100円～1,300円

静岡県熱海市下多賀１４１

123

駐車場スタッフ（リ
ゾーピア熱海）

ホテル駐車場から駅や市営駐車場まで
のお客様の送迎と各駐車場への案内や
駐車場内での車両の誘導などお客様送
迎に携わるお仕事です。
車はハイエース若しくはバス（２０人
乗り）となります。
バス運転できる方は時給考慮いたしま

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)8時30分～17時45分

時給

944円～944円

静岡県熱海市下多賀１４１

122

ナイトフロント ・館内巡回
・簡単なお風呂の清掃と温度調整
・チェックイン
・電話対応

パート労働者 源泉湯宿大成館　ＴＡＩＳＥＩＫＡＮ（株式会社大成館）
雇用期間の定めなし (1)20時00分～8時00分

時給 (2)18時00分～20時00

1,000円～1,500円

静岡県熱海市下多賀１４１

121

内務係（短時間型） 内務係を担当して頂きます。

・布団の上げ下ろし
・その他旅館運営に関係する雑務

パート労働者 交替制あり 源泉湯宿大成館　ＴＡＩＳＥＩＫＡＮ（株式会社大成館）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～9時30分

時給 (2)15時00分～20時30

1,000円～1,200円

静岡県熱海市下多賀１４１

120

内務係 内務係を担当して頂きます。

・夕朝食の提供の為の準備・仕分け作
業
・布団の上げ下ろし
・チェックアウト後の部屋チェック
・その他旅館運営に関係する雑務

パート労働者 交替制あり 源泉湯宿大成館　ＴＡＩＳＥＩＫＡＮ（株式会社大成館）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～10時30分

時給 (2)16時00分～21時00

1,100円～1,500円

静岡県熱海市熱海１９９３－６５

119

接客係（ホールス
タッフ）

令和４年１２月にオープンしたダイニ
ング網代木－ＡＪＩＲＯＧＩ－のホー
ルスタッフを募集いたします。

主に下記業務を担当して頂きます。
・ダイニング網代木―ＡＪＩＲＯＧＩ
―での朝食、夕食の準備

パート労働者 交替制あり 源泉湯宿大成館　ＴＡＩＳＥＩＫＡＮ（株式会社大成館）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給 調理補助経験

1,200円～1,200円
又は6時00分～22時00

118

【パート】調理補助
／ホテルニューアカ
オ

●仕事内容
ホテルニューアカオ内レストランでの
調理補助のお仕事です。
調理に使う食材の下準備や盛り付け、
調理器具の片付け、厨房内の清掃もお
願いします。
主婦の方や未経験から調理をチャレン

パート労働者 交替制あり 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント
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2月6日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 054-280-0066 従業員数 6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-  236431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22010-  273931 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   18931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   19131 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22050-   21231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50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-   33331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 0557-68-3151 従業員数 50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-   38831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-2038 従業員数 27人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   39231 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   45031 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 大型自動車免許

求人番号: 22050-   47231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   49431 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-28-3679 従業員数 113人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050-   50631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 26時間

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7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-   51931 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市青葉町３番１１号

時給

1,000円～1,300円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市水口町２－１３－１

143

訪問入浴スタッフ 療養生活、入浴の支援、清潔ケア、医
療処置を看護師が行う際の介助をして
いただきます。
入浴の準備・セット・片づけ等
基本的に３人で訪問します。訪問範囲
は熱海市周辺です。訪問ではバンを運
転します。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
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)9時00分～18時00分

1,300円～1,300円
又は13時00分～22時00

静岡県熱海市水口町２－１３－１

142

アクティビティ業務
全般

＜アクティビティ運営内容として＞
＊アクティビティ全般業務
＊予約受付業務
＊プール受付業務
＊ブックス＆カフェ業務

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

時給

1,050円～1,050円
又は10時00分～17時00

静岡県熱海市水口町２－１３－１

141

客室清掃スタッフ ＜リゾートホテルの客室清掃業務＞
・ベッドメイキング業務
・水回り清掃
・パブリック清掃
・リネン回収等

２名でペアを組んでいただき、客室回

パート労働者 交替制あり 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～15時00

時給

1,500円～1,500円
又は9時00分～17時00

静岡県熱海市東海岸町１３－１

140

送迎バスドライバー ＜リゾートホテル　バスドライバー業
務内容につきまして＞
＊熱海駅～ホテル間のお客様送迎
＊お客様の手荷物ケア
＊送迎バスの簡単な清掃
＊館内の清掃関連業務


パート労働者 交替制あり 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 薬剤師業務経験

2,000円～2,000円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市和田浜南町５－８ホテルサンミ倶楽部内

139

薬剤師 ・調剤、製剤業務
・薬剤管理
・病棟業務
・服薬指導

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）

時給 (2)18時00分～22時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

138

洗い場係 ＊ホテル内レストランでの、洗い場係
です。
・食器類の洗いを洗浄機を使ってして
いただきます。
・洗浄後の食器の片づけや食器棚に格
納することもお願いします。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社割烹でん助
雇用期間の定めなし (1)7時30分～10時30分

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市下多賀　６６０

137

大浴場清掃 風呂の清掃管理



パート労働者 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給 (2)16時00分～21時00

944円～1,500円

静岡県熱海市水口町２－１３－１

136

急募　客室サービス ご宿泊のお客様へのお食事の提供並び
に片付け
お部屋のセッティング（茶器・浴衣の
準備）
お掃除はありません。

パート労働者 変形（1年単位） 伊豆網代温泉　松風苑（サンユー建設　株式会社）
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給

1,500円～1,500円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市水口町２－１３－１

135

送迎バスドライバー ＜リゾートホテル　バスドライバー業
務内容につきまして＞
＊熱海駅～ホテル間のお客様送迎
＊お客様の手荷物ケア
＊送迎バスの簡単な清掃
＊館内の清掃関連業務


パート労働者 交替制あり 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～18時00分

時給

1,050円～1,050円
又は10時00分～17時00

静岡県熱海市水口町２－１３－１

134

客室清掃スタッフ ＜リゾートホテルの客室清掃業務＞
・ベッドメイキング業務
・水回り清掃
・パブリック清掃
・リネン回収等

２名でペアを組んでいただき、客室回

パート労働者 交替制あり 星野リゾート　リゾナーレ熱海　（株式会社　星野リゾートマネジメント）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)11時00分～15時00

時給 (2)9時00分～18時00分

1,300円～1,300円
又は13時00分～22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

133

アクティビティ業務
全般

＜アクティビティ運営内容として＞
＊アクティビティ全般業務
＊予約受付業務
＊プール受付業務
＊ブックス＆カフェ業務

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

時給

1,165円～1,225円

静岡県熱海市東海岸町１４－２
サガミシ－ド（株）サンビーチ熱
海ＳＳ

132

訪問入浴介護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

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

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

時給

1,050円～1,550円
又は7時00分～21時00

131

ガソリンスタンドス
タッフ／熱海市

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

＊危険物、整備士資格取得制度あり
＊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
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【熱海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

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 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-   53031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7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-   55231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050-   58731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-2800 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   59331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-68-3437 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050-   90331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-82-3000 従業員数 361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-  139331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-5035 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22050-  153731 各種保険： 労災 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-  158031 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３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

時給 (2)17時00分～22時00 接客の経験

1,100円～1,200円

静岡県熱海市田原本町６番６号

151

料飲サービス ミクラスダイニングでの接客業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○レストランでのお料理・お飲み物の提供　　　　　　　　　　　○テーブルセッティング・準備　　　　　　　　　　　　　　　　○施設内案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○観光案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○その他お客様のご滞在中にかかわること　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆◇◆　急　募　◆◇◆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～11時00分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～17時45

静岡県熱海市昭和町２０－２０

150

土地の名産品販売 対面で干物、菓子、土産品等を販売するお仕事です。　　　　　　やる気のある方お話好きな方、接客が得意な方を特に募集しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明るく気持ちよくお客様に接してくださる方大歓迎です。パート労働者 有限会社　丸福名産店
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時45分

日給 (2)12時00分～8時30分

1,285円～1,285円

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

149

夜間事務員 【夜間・救急対応業務】
・電話対応
・救急患者受付対応
・救急患者会計業務

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 医療法人社団伊豆七海会　熱海所記念病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)16時30分～8時30分

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

148

保育士 ・０歳～就学前の乳幼児の保育と保育
補助
（集団生活の中で、健康や安全等の基
本的な生活習慣を確立すること、積極
的で情緒豊かな社会性を養うことに重
点をおいた保育方針で保育を行ってい
ます。）

パート労働者 社会福祉法人景徳会　多賀保育園
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 ＰＣ入力業務があり
ます。1,100円～1,500円

又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

147

一般事務スタッフ
（介護スタッフ）

介護事業所の一般事務業務を行いま
す。
また、事務業務がない時などは、
介護スタッフ業務に携わっていただき
ます。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
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

2,000円～2,400円

静岡県熱海市青葉町３番１１号

146

看護師 療養生活の支援、主治医や関係機関と
の連携、症状の観察、
医療処置、日常ケア、看取り、介護相
談や指導。
オンコール訪問（呼び出し時のみ）あ
り。

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,100円～1,500円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市青葉町３番１１号

145

訪問介護スタッフ 食事・入浴・排泄などの介助及び掃除・洗濯・着替え等の自立支援を行います。パート労働者 株式会社　ゆらっくす
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～1,800円
又は8時30分～17時30

144

デイサービススタッ
フ

利用者さんの送迎・清潔ケア・食事の
補助・入浴介助及び
レクリエーションの参加など

パート労働者 株式会社　ゆらっくす
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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