
【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3月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

     TEL: 055-987-5541 従業員数 163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 あり

求人番号: 22050- 1901231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9人

年　　齢: 64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: 22050- 2040031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-999-1188 従業員数 9人

年　　齢: 64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: 22050- 2041831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-928-4911 従業員数 100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- 2022931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-928-4911 従業員数 100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- 2035531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-977-2185 従業員数 24人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木金土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2039631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-4703 従業員数 78人

年　　齢: 62歳以下 休　　日： 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- 1869931 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 055-991-5544 従業員数 0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- 1862831 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-991-5544 従業員数 0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- 1941031 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0875-83-3050 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： その他 時間外 なし

求人番号: 37040- 1437331 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-254-8141 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火水木祝他 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: 22010- 7299031 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-973-0844 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2006931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-2424 従業員数 1人

年　　齢: 不問 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- 1904731 各種保険： 労災 月平均 

≪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

静岡県三島市南本町１－２

2

一般事務 【住宅リフォームに関する事務をお任
せいたします。】

＊具体的には工事中のお客様フォ
ロー、集金、来客対応、
ワードやエクセルを使った簡単な書類
作成、経理業務の補助

パート労働者 株式会社　住工房
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給 ・積算業務経験必須
（年数問わず）950円～1,000円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

積算事務スタッフ
（経験者）正社員登
用制度あり

建物づくりの一部である積算業務を支
えてくれる事務スタッフを
募集します。
積算業務とは、設計図や仕様書を元
に、必要な材料や数量を計算して工事
費の見積もりをする業務です。
ブランクある方でも方でも先輩スタッ

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

時給 書類作成、接客対応
等1,100円～1,300円

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

3

営業事務 【住宅リフォームに関する事務をお任
せいたします。】

＊具体的にはお客様宅への同行、工事
中のお客様へのフォロー、
　集金、来客対応、ワードやエクセル
を使った簡単な書類作成、

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

時給 書類作成、接客対応
等1,100円～1,300円

静岡県三島市松本６６

5

サプリメント製造事
務および軽作業

サプリメント製造事務および軽作業
・ＰＣ作業（システム入力、入力内容
確認、発注・定時払い処理、簡単な資
料作成）
・書類整理（書類のファイリング）
・５Ｓ活動（事務所および生産現場の
整理整頓）

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　ファンケル美健　三島工場
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

950円～950円

静岡県三島市幸原町１丁目１－１０　銀杏館

4

サプリメント製造に
関わるＰＣ入力作業

サプリメント製造に関わるＰＣ入力作
業
・入力業務、実績確認、伝票整理
・電話応対
・現場作業（棚卸等）
※エクセル、ワードなどの基本的なパ
ソコン操作ができる方を募集します

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　ファンケル美健　三島工場
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円
又は6時30分～10時30

静岡県三島市松本６６

6

清掃員 会社内のトイレ清掃、ゴミ回収、掃き
掃除などをお願いします。
難しい道具などは使わないので、家庭
と同じように清掃して頂けますので、
清掃業務未経験の方も安心してご応募
下さい。


パート労働者 株式会社ハイブリッド
雇用期間の定めなし (1)7時00分～9時00分

時給

950円～950円

静岡県三島市徳倉１１３１－９

8

【在宅勤務】テレ
フォンオペレーター

【在宅勤務なので全国どこからでもご
応募可能】

当社法人向けサービス（インターネッ
ト関連サービス）を、企業へお電話で
ご案内いただくお仕事です。
電話のかけ方、サービスについて、こ

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

時給

960円～1,232円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市松本１５１

7

建設機械、工作機械
の部品塗装及び付帯
作業

建設機械、工作機械部品の塗装及び付
帯作業


パート労働者 遠藤工業株式会社
雇用期間の定めなし

時給 ・Ｅｘｃｅｌ中級程
度（ＶＬＯＯＫＵＰ
使用程度）

1,050円～1,050円
又は8時30分～17時30

静岡県三島市一番町１８－２２

9

【在宅勤務／パー
ト】データ解析・入
力

※副業はお断りしております。

・ＩＰアドレスに紐づく公開情報の調
査、解析
・解析結果反映、修正等

当社サービスの基盤となるデータの修

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

時給 テレフォンオペレー
ター経験1,050円～1,500円

又は8時30分～17時30

静岡県三島市玉川９－１
ルート１三島ＳＳ

11

洗車スタッフ　／
三島市

・点検整備後の車両を洗車・室内清掃
を行って頂きます。
・近隣の個人ユーザー様、法人ユー
ザー様の点検車両等の収容納車　を社
員エンジニアと一緒に行って頂きま
す。
・その他サービス業務補助

パート労働者 トヨタカローラ静岡株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～17時00

時給

1,050円～1,050円
又は0時00分～23時59

静岡県三島市一番町１８－２２

10

ＳＳサービススタッ
フ（ルート１三島Ｓ
Ｓ）

＊ご来店頂いたお客様の乗用車・ト
ラックを誘導して、
　給油、窓拭き、お会計等をして頂き
ます。
＊施設の清掃、会員カードお勧めや洗
車・ピット作業補助
　などもして頂きます。

パート労働者 株式会社　吉田石油店
雇用期間の定めなし

時給 (2)9時00分～17時00分

950円～1,000円

静岡県三島市谷田１９３－１
　トヨタカローラ静岡株式会社
三島店

12

調剤薬局事務　※急
募※

◆未経験の方でもはじめやすいお仕事
です◆

・受付、接客、電話応対
・調剤薬局に係るパソコン入力
・調剤補助業務
・その他、書類整理や店内の清掃など

パート労働者 交替制あり 株式会社　ＡＱＵＡ　みしま岩田薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県三島市南本町１３－３４

時給 (2)10時00分～13時30 フォトショップ処理
の経験がある方は優
遇致します

1,100円～1,200円
又は9時30分～19時00

静岡県三島市一番町１７－５０

13

写真店　写真館ス
タッフ（着物着付け
あり）

写真店の仕事と、写真館の仕事があり
ます。
フィルム・写真現像・画像処理や、デ
ジカメプリント受付機での注文案内、
証明写真やスタジオでの撮影や撮影補
助や着付けなどカメラ・写真に関する
幅広い仕事となります。

パート労働者 株式会社　コロナ（カメラのコロナ）
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13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3月7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: 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- 1882331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-8822 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 臨床検査技師 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- 1980931 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： 土日他 歯科医師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2018231 各種保険： 労災 月平均 8時間

     TEL: 055-988-3535 従業員数 61人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 介護職員初任者研修
修了者

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1950231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-988-3535 従業員数 61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- 1951531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-4366-3322 従業員数 27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: 22020- 5700331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-4366-3322 従業員数 27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: 22020- 5702931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 080-4366-3322 従業員数 27人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 作業療法士

求人番号: 22020- 5703131 各種保険： 労災 月平均 10時間 言語聴覚士

     TEL: 080-4366-3322 従業員数 27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: 22020- 5704031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-955-7776 従業員数 22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- 2690031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-955-7776 従業員数 22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- 2691831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-4717 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- 2011731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-983-1501 従業員数 30人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 水日他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1981131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

14

飲食店ホールスタッ
フ

ホールでのお仕事になります。

・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
・料理やドリンク、デザートの提供

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)14時00分～17時00

1,400円～1,500円

静岡県三島市徳倉８９９－３

15

臨床検査技師 ＊主な仕事はＭＲＩ・採血になりま
す。

＊未経験の方でも丁寧に指導致します
ので安心してご応募下さい。

＊残業はほとんどありません。

パート労働者 専門学校卒以上 中島クリニック
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給 (2)15時00分～20時00

1,100円～1,375円 (3)18時00分～23時00
又は20時00分～23時00

静岡県三島市徳倉８７６－２６

17

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　福思会「ふるさとの丘」
雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給

4,500円～5,000円

静岡県三島市御園４７１－２２

16

歯科医師 歯科診療その他、診療に関わる業務 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～16時00分

時給

1,020円～1,150円
又は8時00分～17時00

静岡県三島市徳倉２０８－１

18

デイサービス等の送
迎および介護補助

・施設利用者の送迎（ハイエース・軽
自動車の運転含む）。
・デイサービス利用者（ショートステ
イ、入所者も一部含み）の
　移動の付き添い介助等。
・送迎範囲は、三島市・長泉町方面

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　福思会「ふるさとの丘」
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

1,020円～1,150円

静岡県三島市徳倉１－１５－１８
株式会社ツクイ　ツクイ三島
徳倉バス停下車　徒歩５分

20

デイサービスの調理
職員／三島市徳倉

「ツクイ三島」でのデイサービスのお
仕事です。
調理職員として主に以下の業務をお任
せいたします。

・お客様へ提供する昼食の調理
　（献立に沿って、それぞれの食事形

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ツクイ　静岡圏
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～14時00分

時給 (2)8時15分～13時00分

944円～1,280円 (3)9時30分～14時00分

静岡県三島市徳倉２０８－１

19

デイサービスの調理
職員／三島市徳倉

「ツクイ三島」でのデイサービスのお
仕事です。
調理職員として主に以下の業務をお任
せいたします。

・お客様へ提供する昼食の調理
　（献立に沿って、それぞれの食事形

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ツクイ　静岡圏
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～14時00分

時給 (2)13時00分～17時00

1,457円～1,947円
又は8時00分～18時00

静岡県三島市徳倉１－１５－１８
株式会社ツクイ　ツクイ三島
徳倉バス停下車　徒歩５分

21

デイサービスの機能
訓練指導員／三島市
徳倉

「ツクイ三島」でのデイサービスのお
仕事です。
機能訓練指導員として主に以下の業務
をお任せいたします。

運動機能や日常生活動作能力の回復・
維持を目的に、

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ツクイ　静岡圏
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～13時00分

時給 (2)8時15分～13時00分

944円～1,280円 (3)9時30分～14時00分

静岡県三島市徳倉１－１５－１８
株式会社ツクイ　ツクイ三島
徳倉バス停下車　徒歩５分

23

准看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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 (2)9時00分～14時00分

1,077円～1,497円 (3)12時00分～17時00

静岡県三島市徳倉１－１５－１８
株式会社ツクイ　ツクイ三島
徳倉バス停下車　徒歩５分

22

デイサービスの介護
職員／三島市徳倉

「ツクイ三島」でのデイサービスのお
仕事です。
介護職員としてお客様の心身状態を把
握し自立支援に努める
とともにお客様に寄り添ったサービス
を提供していただきます。


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ツクイ　静岡圏
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～13時00分

時給

1,500円～1,500円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市徳倉３－１－５３
　住宅型有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン三島」

24

正看護師（ル・グラ
ンガーデン三島）

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

1,400円～1,400円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

26

（請）ハム製造工場
内での機械洗浄／三
島市安久

・機械分解洗浄、その後の組立
・部屋内床清掃
・洗浄後の検査及び不具合部のアル
コール拭き

パート労働者 株式会社サン　三島営業所
雇用期間の定めなし (1)21時00分～1時00分

時給

1,000円～1,000円
又は17時00分～20時30

静岡県三島市徳倉３－１－５３
　住宅型有料老人ホーム「ル・グ
ランガーデン三島」

25

世話人 グループホーム「まかまか」で世話人
を募集しています。
調理が好きな人、明るい人、ただ中に
は苦手な人もいるので、調理なしの片
付けだけに回ってくれる人も可能で
す。
Ａシフト

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～20時30

静岡県三島市安久４３－２

時給

1,040円～1,040円
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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: 0545-64-5811 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22100- 2207131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6271-9560 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： その他 時間外 なし

求人番号: 13040-31746031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 050-3139-4286 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22010- 6944931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 052-681-7107 従業員数 29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: 23030- 4746331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 070-3203-8417 従業員数 9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- 1863231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9787831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9789531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9792931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9794031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9795831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9797531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9801231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9802531 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

時給

950円～1,100円27

（請）清掃作業員 サプリメント製造会社共有部の日常清
掃作業員募集。
トイレ、廊下等共有部の清掃を行って
頂きます。
未経験者でも大丈夫です。
幅広い年齢層の方が、活躍していま
す。

パート労働者 株式会社　エコロ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～13時45分

静岡県三島市谷田藤久保２２７６
ＪＣＨＯ三島総合病院

29

（請）交通誘導警備
員（未経験者歓迎）
／三島市

契約先駐車場内で交通誘導警備をして
いただきます。
（安全確保・歩行者誘導など）　※シ
ニアの方歓迎
・未経験の方にも研修がありますので
安心して応募してください。
　お気軽にお問い合わせください。

パート労働者 共栄セキュリティ－サービス株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～21時00

時給 清掃経験

1,050円～1,050円

静岡県三島市松本６６
株式会社　ファンケル美健

28

【急募】ＪＣＨＯ三
島総合病院での日常
清掃

ＪＣＨＯ三島総合病院内の日常清掃業
務をお願いします（拭き掃き）機械を
使うなどの複雑な作業はありません
ゴミ回収の仕事もあります。（院内を
回りながら各所のゴミを回収し、捨て
場まで持って行く）

パート労働者 株式会社グローバルステージ
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)9時30分～14時30分

960円～1,000円 (3)15時00分～20時00

静岡県三島市玉川２４７－１
スターバックスコーヒー三島玉川
店

30

調理補助（東海旅客
鉄道株式会社　総合
研修センター）

ウレシイ土日祝休み♪社員食堂で調理
師さんの補助業務！！
Ｗワーカーや主婦さん活躍中！簡単な
お仕事なので、未経験の方でも安心で
す◎

大手企業の研修センターの食堂で調理

パート労働者 株式会社ＬＥＯＣ　東海支社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～10時30分

時給 (2)14時00分～22時00

1,250円～1,250円 (3)15時00分～23時00

静岡県伊豆の国市中８４５

32

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊豆
長岡金城館

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

時給

944円～944円
又は8時00分～15時00

静岡県三島市文教町一丁目４－１
９
「東海旅客鉄道株式会社　総合研
修センター」

31

ミニトマトの栽培管
理

ミニトマトの栽培管理、パック詰め パート労働者 山崎農園
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分

時給

950円～1,050円
又は20時00分～9時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

33

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊豆
長岡金城館

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

35

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

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

時給 (2)16時30分～22時00

1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

34

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊豆長岡金城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給 (2)18時00分～23時00

960円～1,050円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

36

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

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

時給

980円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

38

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時30分

時給 (2)15時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,300円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

37

ホテルの調理スタッ
フ／伊豆長岡金城館

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）

39

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊豆長岡金
城館

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

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

時給 (2)16時30分～20時00

960円～1,050円

静岡県伊豆の国市長岡１０３５－
１
（伊豆長岡金城館）
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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: 03-5979-5911 従業員数 86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- 8809531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8810331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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- 8813131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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- 8816231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 8818431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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- 8820931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86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- 8823831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 8825531 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36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- 1873731 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-948-1601 従業員数 36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- 1875631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-976-3000 従業員数 20人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1963631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-940-2411 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2009831 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-944-6136 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2025831 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

41

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／大仁
ホテル

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

40

ホテルのフロント・
予約スタッフ／大仁
ホテル

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

時給 (2)17時00分～21時00

1,000円～1,200円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

42

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／大仁ホテル

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

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

時給

960円～1,050円
又は20時00分～9時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

44

ホテルの洗い場ス
タッフ／大仁ホテル

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

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

時給

980円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

43

ホテルの客室清掃ス
タッフ／大仁ホテル

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

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

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,300円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

45

ホテルの調理スタッ
フ／大仁ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給 (2)18時00分～22時00

960円～1,050円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

47

ホテルの施設管理ス
タッフ／大仁ホテル

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

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

時給 (2)16時00分～21時00

960円～1,050円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

46

ホテルの調理補助ス
タッフ／大仁ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時30分

時給

950円～1,000円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

48

フロントスタッフ 〈フロント業務〉
・事務処理（予約等のパソコン入力）
・電話対応
・チェックイン、チェックアウト
・その他

※制服支給

パート労働者 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～18時30分

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

50

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)19時00分～22時00

950円～1,000円

静岡県伊豆の国市古奈４３番地の２

49

洗い場スタッフ ・お客様が使用した食器の洗いもの、
片付け
・お食事処の片付けの手伝い
・その他
　
　最大４名で１００食

パート労働者 香湯楼井川　ＫＯＵＹＵＲＯＵＩＫＡＷＡ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

時給

950円～1,010円

静岡県伊豆の国市長岡２５０－８

51

介護職員【デイサー
ビス】

【デイサービス、ル・ソレイユ函南事
業所の求人です】

◆デイサービスにおける介護業務（食
事、入浴、排泄、レクリエーション
等）をしていただきます。


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10分～17時10分

時給 (2)15時00分～20時00

1,080円～1,350円 (3)18時00分～22時00
又は21時00分～1時00

静岡県伊豆の国市原木７４５－６

時給

1,300円～1,300円
又は9時00分～12時00

静岡県伊豆の国市原木７３３－２

52

デイサービス入浴介
助専門職員

有料老人ホーム併設のデイサービス
「ひなたぼっこデイサービスセンター
韮山」の入浴介助専門職員の募集で
す。

（仕事内容）
・利用者の入浴介助

パート労働者 株式会社　大静
ひなたぼっこデイサービスセンター韮山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: 055-944-6136 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2044431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-921-9448 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 2797031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 130人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1868631 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1918831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1919231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1930631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1931931 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 047-367-5445 従業員数 36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: 12080- 5361431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9739231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9741331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9742631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9744131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9746831 各種保険： 労災 月平均 

53

デイサービス介護職
員

有料老人ホーム併設のデイサービスの
介護職員の募集です。

（仕事内容）
・利用者の身体介護（入浴・食事その
他）
・レクリエーション

パート労働者 株式会社　大静
ひなたぼっこデイサービスセンター韮山雇用期間の定めなし

時給

980円～1,050円

静岡県伊豆の国市原木７４５－６

54

客室清掃員（伊豆の
国市）／責任者サ
ポート及び代理

ホテルサンバレー伊豆長岡の客室清掃
及び責任者のサポート・責任者不在時
の代理を担当して頂きます。

・ベッドメイク、布団上げ、畳、フ
ローリング掃除機掛け、
　クローゼット整頓

パート労働者 東海ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時30分

時給

960円～1,200円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市田京　２９９－６　大仁庁舎

56

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

パート労働者 交替制あり 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 女性についての相
談、支援などの職務
を行うのに必要な熱

1,003円～1,088円

静岡県伊豆の国市長岡６５９
ホテルサンバレー伊豆長岡

55

福祉相談員（福祉こ
ども相談センター）

女性についての相談・指導・助言・支援、関係機関との連絡調整を行う。パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給

1,003円～1,120円
又は7時15分～18時15

静岡県伊豆の国市長岡１２１２

57

保育士（担任保育士
補助業務）

保育士業務。
担任保育士補助などの業務をしていた
だきます。

パート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,003円～1,120円
又は7時45分～17時30

静岡県伊豆の国市長岡５２８

59

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

時給

946円～1,003円
又は7時45分～16時00

静岡県伊豆の国市長岡５２８
長岡保育園　他市内公立保育園

58

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

時給 食品工場勤務経験

944円～1,000円

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

60

製造スタッフ【伊豆
工場】

◇伊豆工場でのラスク製造業務です。
　・生地の仕込み
　・成形
　・オーブン（焼き上げ）
　・味付け
　・梱包


パート労働者 交替制あり 株式会社グランバー
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 放課後児童健全育成
事業の設備及び運営
に関する基準第１０

946円～1,120円
又は12時30分～18時30

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

62

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル土肥

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

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

時給

1,050円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市市山５５０番地
伊豆工場

61

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル土肥

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

時給 (2)16時30分～21時00

1,050円～1,200円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

63

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル土肥

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時30分

時給

960円～1,050円
又は20時00分～9時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

65

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～10時00分

時給

1,000円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

64

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

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

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

時給 (2)18時00分～21時00

960円～1,050円
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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3月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9750631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9752131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9753031 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9758731 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 50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: 13010-26529631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 090-4955-2907 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: 13010-25357231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-3322 従業員数 81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- 1949931 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-75-2525 従業員数 25人

年　　齢: 69歳以下 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: 22050- 1995731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1851931 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 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: 22050- 1853031 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 13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- 1854831 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

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

求人番号: 22050- 1855231 各種保険： 公災 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050- 1856531 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

時給 (2)15時30分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,300円66

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル土
肥

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

68

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

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

時給 (2)15時30分～20時00

960円～1,050円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

67

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時00分

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

69

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル土肥

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

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

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県伊豆市修善寺８７４－１
湯回廊　菊屋（当社施設）

71

清掃スタッフ／伊豆
市

客室の清掃。
　主にチェックアウト後の客室を清掃
します。
　また、チェックイン前の客室セッ
ティング等も行っていただきま　す。
＊お客様が笑顔で滞在出来る環境を整
える、とても有意義なお仕事

パート労働者 株式会社　えたお
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給 (2)16時30分～22時00 接客業経験

1,100円～1,200円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

70

湯回廊　菊屋／レス
トランスタッフ

当社直営リゾートホテル内、レストラ
ンホール業務全般

・お客様案内
・配膳、下膳
・簡単な調理補助
・その他関連業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～10時30分

時給 高等学校等就学支援
金事務975円～1,139円

又は9時30分～15時30

静岡県伊豆市下白岩１４５１－９
修善寺フォーレスト（当社施設）

72

会計年度任用職員
（パート・事務補
助）

就学支援金及び奨学給付金の受付・確
認
・保護者からの書類徴取
・提出書類の内容確認
・データ入力、集計作業
・窓口及び電話の対応

パート労働者 静岡県立伊豆総合高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～15時15分

時給 (2)10時00分～13時00

1,100円～1,500円

静岡県伊豆市八幡１２３番地

74

業務員 ＜業務員＞
土肥支所及び市、関連施設の管理

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時15分～17時45 ハイエースサイズの
運転が可能な方944円～944円

又は15時15分～17時45

静岡県伊豆市牧之郷８９２

73

ドライバー（デイ
サービス）

デイサービス利用者の送迎
・ハイエース、キャラバン等の運転
・利用者乗り降りの見守り
・利用者手荷物の運搬
注：必ず介護職員が添乗しますので、
運転以外は補助的業務。

パート労働者 交替制あり 社会福祉法人あやめ会　特別養護老人ホーム中伊豆
雇用期間の定めなし (1)8時00分～9時30分

時給

1,027円～1,108円
又は7時00分～18時00

静岡県伊豆市土肥６７０番地の２

75

保育士または児童指
導員

＜保育士＞
園児保育業務　他

＜児童指導員＞
通所児童の教育・保育　他

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

949円～1,002円
又は8時30分～17時15

伊豆市内こども園
児童発達支援センター

77

在宅保育士 ＜在宅保育士＞
園児保育業務　他

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,138円～1,220円
又は8時15分～17時00

伊豆市内こども園
児童発達支援センター

76

相談支援専門員 ＜相談支援専門員＞
相談支援専門員業務　他

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 パソコン（Ｗｏｒ
ｄ・Ｅｘｃｅｌ）の
操作ができる人

1,027円～1,108円
又は7時00分～18時30

静岡県伊豆市小立野６６番地の１

78

保育教諭 ＜保育教諭＞
・園児保育業務　他

パート労働者 伊豆市役所
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～18時30

静岡県伊豆市小立野６６番地の１
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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3月7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: 0558-72-1111 従業員数 61人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1857431 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 115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- 1858731 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-1111 従業員数 115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- 1859331 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-5991 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2017831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 054-280-0066 従業員数 5人

年　　齢: 18歳～59歳 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- 7013831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5989-0481 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 中型自動車免許

求人番号: 13080-23807931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5989-0481 従業員数 45人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-23808131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-1021 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 1990031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-2265 従業員数 84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- 1991831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 2008031 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 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- 2706831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-970-2002 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 介護職員実務者研修修了者

求人番号: 22050- 1870231 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 055-978-2715 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 自動車検査員 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 三級自動車整備士

求人番号: 22050- 1916131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間 二級自動車整備士

静岡県伊豆市小立野６６番地の１

80

事務補助 ＜事務補助＞
・窓口対応
・電話対応
・書類作成
・データ入力作業　等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,008円
又は8時30分～17時15

79

事務補助 ＜事務補助＞
・窓口対応
・電話対応
・書類作成
・データ入力作業　等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,008円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆市小立野３８番地の２

81

事務補助 ＜事務補助＞
・窓口対応
・電話対応
・書類作成
・データ入力作業　等

パート労働者 伊豆市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～1,008円
又は8時30分～17時15

静岡県田方郡函南町平井６１３－２

83

ガソリンスタンドス
タッフ／函南町肥田

２０２３年４月上旬、セルフガソリン
スタンドに
リニュアルオープン予定！
・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）

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 (2)12時00分～20時00

980円～1,200円

静岡県伊豆市小立野３８番地の２

82

事務 一般事務を担当して頂きます。 パート労働者 交替制あり 振袖館京都もなみ［有限会社　京都もなみ］
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

時給 (2)11時15分～18時45

950円～950円

静岡県田方郡函南町肥田５０－１
サガミシ－ド（株）セルフ函南

84

送迎バス運転手（日
帰り温泉施設の送
迎）／函南町

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

【具体的な仕事内容】
・町内の指定ルートを運行表にそって

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

時給

1,050円～1,550円
又は20時00分～8時00

静岡県田方郡函南町柏谷２５９　
「湯～トピアかんなみ」

86

中華料理・韓国料理
ホール係

中華料理・韓国料理レストランのホー
ル係
接客、開店閉店、清掃、ドリンク作り
等

パート労働者 交替制あり 中国料理陸茶坊
雇用期間の定めなし (1)11時00分～17時00

時給 (2)5時00分～7時30分

950円～950円

静岡県田方郡函南町柏谷２５９　
「湯～トピアかんなみ」

85

早朝清掃スタッフ
（日帰り温泉施設の
浴室）／函南町

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

【具体的な仕事内容】
・浴槽の清掃

パート労働者 交替制あり Ｆｕｎ　Ｓｐａｃｅ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)4時30分～7時30分

時給 動物　牛、小動物の
飼育、管理
園芸　草花、果樹の

973円～1,146円
又は6時00分～12時00

静岡県田方郡函南町平井６１４

87

生産物管理嘱託員
会計年度任用職員
（非常勤労務職員）

農場等実習における生産物等の管理全
般
担当教職員の指示により以下の部門で
作業を行います

動物飼育（牛）

パート労働者 静岡県立田方農業高等学校
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分

時給

1,100円～1,200円
又は17時00分～22時00

静岡県函南町間宮７６０－１

89

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 (2)16時00分～17時00

1,000円～1,200円

静岡県田方郡函南町塚本９６１

88

デイサービス事業に
おける送迎運転手

介護デイサービス事業所における、利用者の自宅から事業所までの送迎運転手業務。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20分～9時20分

時給 (2)8時30分～17時30分 介護業務経験あれば
尚可950円～1,200円

又は9時00分～17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

90

デイサービスでの介
護職員（デイサービ
ス憩いの家）

デイサービスでの介護業務全般の仕事
です。
１・食事介助、排せつ介助、オムツ交
換
２・入浴介助（機械浴、個浴）
３・レクリエーション（屋内、屋外で
のレク）

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

時給

1,050円～1,050円
又は7時00分～19時00

静岡県田方郡函南町塚本３１－１

時給

1,100円～1,700円

静岡県田方郡函南町仁田６４３－
１

91

自動車整備工 自動車の整備業務を担当していただき
ます。
国産、外国車の乗用車、トラック、バ
イク等の整備や修理を行います。
整備修理後のお客様への説明等もあり
ます。
役職により車検事務もあります。

パート労働者 変形（1年単位） 株式会社　駿東
雇用期間の定めなし (1)8時40分～17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: 0557-51-8117 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 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-  673131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-5311 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  653731 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-53-5311 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  654331 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-35-5061 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 火土他 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: 22052-  679731 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-45-8839 従業員数 2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: 22052-  675831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6635-1833 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 あり

求人番号: 13010-26641331 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-37-6706 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 日商簿記３級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  669531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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-  691831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 128人

年　　齢: 20歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  699131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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-  700731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-6100 従業員数 110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-  701331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9387531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9389731 各種保険： 労災 月平均 

92

洋菓子の販売業務・
喫茶業務　◆急募◆

●伊豆高原にある『パティスリー　レ
マンの森』で、洋菓子販売のパートの
募集です。
○洋菓子の販売業務全般（レジ打ち、
包装、発注など）
○喫茶コーナーで簡単なドリンクメ
ニューの提供

パート労働者 交替制あり 有限会社　レマン
雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給

1,000円～1,200円
又は9時15分～18時00

静岡県伊東市八幡野１２４４－９１

93

陶芸体験インストラ
クター／観光施設／
伊豆高原

◇陶芸体験・そば打ち体験・にぎり寿
司体験・アート体験・レストラン・み
やげ店がある体験レジャー施設です。
◇伊豆高原で陶芸体験を通しての接客
業です。

＊陶芸体験制作指導、アシスト、接客

パート労働者 交替制あり 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

時給

1,000円～1,200円
又は8時45分～17時15

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

95

鮮魚の配達 鮮魚の配達の仕事です。

○「地方卸売市場　伊東魚市場」の冷
凍庫から配達する鮮魚等を
　取りだし、配達先毎に仕分け・準備
をします。


パート労働者 ツカサフーズ　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時30分～12時30分

時給

1,000円～1,200円
又は9時15分～18時00

静岡県伊東市八幡野１６６６－４

94

アート体験インスト
ラクター／観光施設
／伊豆高原

◇アート体験・陶芸体験・そば打ち体
験・にぎり寿司体験・レストラン・み
やげ店がある体験レジャー施設です。
◇伊豆高原でアート体験指導を通して
の接客業です。

＊キャンドル・オルゴール・ガラス

パート労働者 交替制あり 有限会社　ハッピー
雇用期間の定めなし

時給 (2)10時00分～17時00

950円～1,000円
又は10時00分～17時30

静岡県伊東市静海町

96

不動産営業事務員 主に賃貸物件を担当していただきま
す。
○インターネット入力
○間取り等の図面の作成
（専用ソフトを使用しますがＰＣの基
本操作で作業ができます）
○物件調査、写真撮影などの外出用務

パート労働者 株式会社　ＯＮＥ’Ｓｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～17時30

時給

1,000円～1,100円

静岡県伊東市宇佐美字上生戸４７
５番地２
伊豆ビューグランドハイツ（自社
施設）

98

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

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

時給 (2)9時00分～18時00分

980円～1,200円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市川奈１２１５－７－２

97

【急募】マンション
事務管理（パート）
／伊東市

・簡単な会計事務・事務管理
・パソコンによる集計業務
・郵便物の仕訳
・管理人サポート業務　等




パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東邸管理　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市湯川１丁目３番３号　　上條ビル５階

99

調理補助【ハトヤホ
テル】

ホテルの調理場内における調理補助の
仕事です。

板前の指示のもと食材の下処理、盛り
付けなどを行います。

※ホテルのレストランでは、和食料

パート労働者 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～18時00

時給 経理事務経験

1,000円～1,200円
又は8時50分～17時30

静岡県伊東市湯川５７２－１２
ホテルサンハトヤ

101

ホールスタッフ
（朝）【ハトヤホテ
ル】

「ハトヤホテル」の食事会場の担当業
務です。
○会場準備
○配膳
○片付け
○シアターホールの管理、準備
○接客対応、等

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～12時00分

時給

1,000円～1,180円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

100

ホール・バースタッ
フ【ホテルサンハト
ヤ】

「ホテルサンハトヤ」の食事会場の担
当業務です。
○会場準備
○配膳
○片付け
○シアターホールの管理、準備
○接客対応、等

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～0時00分

時給 (2)18時00分～22時00

1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

102

ホールスタッフ（夕
～夜）【ハトヤホテ
ル】

「ハトヤホテル」の食事会場の担当業
務です。
○会場準備
○配膳
○片付け
○シアターホールの管理、準備
○接客対応、等

パート労働者 交替制あり 冨士商事株式会社ハトヤホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～22時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

104

【急募】ホテルのナ
イトフロントスタッ
フ／伊東園ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時00分～9時00分

時給 (2)11時00分～18時00

1,000円～1,300円
又は13時00分～21時00

静岡県伊東市岡１３９１
ハトヤホテル

103

【急募】ホテルのフ
ロント・予約スタッ
フ／伊東園ホテル

・チェックイン、チェックアウトの手続き、精算業務　　　　　　・電話やインターネットを中心とした宿泊予約の対応等　　　　　先輩がゼロから丁寧に教えますので、未経験の方も安心してご応募いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０代～７０代の幅広い年齢層の方が活躍しております。　　　　私たちと一緒にお客様に最高なサービスを提供しませんか？パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

時給 (2)21時00分～1時00分

1,000円～1,300円
又は1時00分～9時00分

8/12



【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3月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9391131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9393831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9395531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9397731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9399631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9400531 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9401431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9422131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9425231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9427431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9429331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9431031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9433231 各種保険： 労災 月平均 

時給 (2)16時30分～21時30

1,000円～1,300円105

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル

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

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

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

107

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時00分

時給

1,000円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

106

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

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

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

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,050円～1,400円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

108

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

1,000円～1,100円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

110

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

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

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

時給 (2)16時30分～20時30

980円～1,200円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

109

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～9時00分

時給

970円～1,200円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

111

ホテルの総務経理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル

売上集計や釣銭の準備業務、補助券や
優待券の集計、請求書の作成
。
従業員の勤怠管理、入社手続き業務全
般。
金銭管理があるため経理やお金に携
わっていた経験のある方、責任

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

時給

1,000円～1,400円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

113

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル別館

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

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

時給

1,000円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

112

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル別館

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

時給 (2)16時00分～22時30

1,000円～1,300円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

114

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル別館

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

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

時給

1,000円～1,300円
又は20時00分～9時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

116

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

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

時給

1,000円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊藤園ホテル別館）

115

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

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

時給 (2)15時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,050円～1,400円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

117

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル別
館

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

1,000円～1,100円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）
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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3月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9435431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9438631 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9441531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9690231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-5590 従業員数 14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-  657131 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-53-5590 従業員数 14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-  659831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-5590 従業員数 14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-  660431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-5166 従業員数 23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-  680931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9245931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9248831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9250731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9253931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9256831 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

119

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

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

時給 (2)15時30分～21時00

980円～1,200円118

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル別館

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

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

時給

980円～1,300円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

120

車両スタッフ／伊東
園ホテル別館

駐車場のご案内・誘導、少し離れた駐
車場へのお客様の送迎等、駐
車場・お客様誘導に関する業務全般に
従事して頂きます。
普通自動車免許があればＯＫ。
全てを行って頂くことが望ましいです
が、内容はご相談ください。

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

時給

1,000円～1,400円
又は8時00分～21時00

静岡県下田市武ガ浜６－１２
（下田伊東園ホテルはな岬）

122

調理場の補助業務全
般

調理場業務全般の補助の仕事です。

料理長の指示のもと、調理補助・仕込
等を行います。

他に状況に応じて洗い場業務もありま
す。

パート労働者 交替制あり 伊豆高原の隠れ宿　Ｓｙｕｈａｒｉ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給

980円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

121

ホテルの客室清掃ス
タッフ／下田伊東園
ホテルはな岬

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

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

時給

1,200円～1,400円

静岡県伊東市八幡野１３５５－１７

123

清掃 館内の清掃業務全般を受けもっていた
だきます。
○露天風呂
○トイレ
○共用部分（玄関内外、階段）
○駐車場、等
※全８室　　全収容人数：２０人

パート労働者 伊豆高原の隠れ宿　Ｓｙｕｈａｒｉ
雇用期間の定めなし (1)10時30分～14時30

時給 (2)15時00分～21時00 調理補助の経験あれ
ば尚可1,200円～1,500円

静岡県伊東市八幡野１３５５－１７

125

朝食調理スタッフ 簡単な洋食スタイルの朝食をお客様に
提供する仕事です。
○洋風の献立を立案して料理を作って
いただきます。
（和食の提供は行っておりません）

○食材の買い物もしていただきます。

パート労働者 株式会社　大東館
雇用期間の定めなし (1)5時00分～11時00分

時給 (2)14時30分～20時30 旅館等での接客経験

1,200円～1,400円 (3)13時00分～20時30

静岡県伊東市八幡野１３５５－１７

124

旅館業務全般（客室
業務等）　◆急募◆

客室業務など宿泊業務全般
○チェックイン時のお出迎え
○お部屋案内
○その他説明
○懐石料理の配膳（お部屋だし）・布
団敷き等
○パソコン入力（専用ソフトへの入力

パート労働者 交替制あり 伊豆高原の隠れ宿　Ｓｙｕｈａｒｉ
雇用期間の定めなし (1)7時30分～11時30分

時給

1,000円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市末広町２番２３号

126

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル松川館

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

時給

1,200円～1,200円
又は6時00分～11時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

128

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル松川
館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給

1,000円～1,300円
又は20時00分～9時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

127

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル松川館

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

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

時給

1,000円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

129

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

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

時給 (2)16時00分～21時30

1,000円～1,300円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

時給 (2)19時00分～22時00

1,000円～1,100円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

130

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9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: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9259431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9264831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9268731 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9271031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-3989 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  634831 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-45-3989 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  635231 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-51-5808 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  644531 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-  656931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 6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: 13010-25451031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0130 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  688331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-270-3601 従業員数 36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- 7035331 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-45-1151 従業員数 44人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 大型自動車免許 就業場所: 

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

求人番号: 22052-  689631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 0557-32-5010 従業員数 22人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  665131 各種保険： 労災 月平均 3時間

131

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル松
川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)17時00分～20時00

980円～1,200円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

132

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 (2)15時30分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,050円～1,400円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

134

ホテルの総務経理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

売上集計や釣銭準備業務、補助券や優
待券の集計、請求書の作成。
従業員の勤怠管理、入社手続き業務全
般。
金銭管理があるため経理やお金に携
わっていた経験のある方、責任感ある
方を積極採用いたします。

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

時給

1,000円～1,400円
又は8時00分～21時00

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

133

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル松川館

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

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

時給 (2)17時00分～21時00

950円～950円

静岡県伊東市寿町１番１号
（伊東園ホテル松川館）

135

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


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

時給

980円～1,300円
又は9時00分～15時00

静岡県伊東市吉田８３９－１

137

事務、フロント業務 小ホテルのフロント業務、予約管理等
の事務業務

○チェックアウト、お見送り
○電話応対
○予約管理
〇簡単なパソコン業務

パート労働者 株式会社　Ｈａｃｏ
『自然家　Ｈａｃｏ』『別邸　ＫＵＲＯ』
『別邸そらのうえ』

雇用期間の定めなし (1)9時00分～18時00分

時給 (2)18時00分～21時00

950円～950円

静岡県伊東市吉田８３９－１

136

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

※ごく簡単な包丁作業あり。
　火を使う調理は担当しません。


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

時給

1,000円～1,000円
又は21時00分～8時30

静岡県伊東市富戸１１６０－１１

138

ナイトフロント 夜のフロント関係の仕事全般

○夜間のチェックイン・早朝のチェッ
クアウト、精算、等

○パソコン入力


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）

時給

1,000円～1,100円

静岡県伊東市富戸１３１７－５２
４３
エクシブ伊豆

140

らーめん店での業務
全般

らーめん店の業務全般
調理補助、洗い場
フロアー対応
（接客・オーダー取り・料理の提供・
片付け・レジ対応、等）

※席数：１６席

パート労働者 交替制あり らぁめん　じゃんまりん
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 調理経験者

1,500円～1,600円

静岡県伊東市猪戸２－３－１

139

調理師／静岡県伊東
市

調理業務全般調理全般をお任せします

・調理・食材下処理、切込み
・盛り付け　・配膳、下膳
・洗浄　・厨房内清掃
・衛生管理

パート労働者 コンパスグループ・ジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)8時30分～15時30分

970円～970円

静岡県伊東市湯川５７１－１９　伊東マリンタウン店

141

（請）学校給食調理
員／伊東市

○伊東市内の小中学校の給食を作るお
仕事です。
（約２９００食程度）

＊給食センター内での調理補助、食
器・食缶の洗浄消毒をお任せします。


パート労働者 株式会社　東洋食品　東海事業部　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～12時00分

時給

980円～980円
又は12時00分～21時00

静岡県伊東市吉田８３４

143

介護職員：高齢者グ
ループホーム　◆未
経験者歓迎

・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 交替制あり 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伊東南町』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 (2)7時30分～16時30分 送迎車の経験があれ
ば尚可1,000円～1,200円

静岡県伊東市玖須美元和田７２９
－１
　伊東市学校給食センター

142

キャディーマスター
室兼送迎ドライバー
業務

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


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

静岡県伊東市南町１－４－１２

時給 (2)9時30分～18時30分 ※介護未経験、異業
種からのチャレンジ
も歓迎します。

994円～1,066円 (3)16時00分～10時00
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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: 0557-32-5010 従業員数 22人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  666031 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0558-27-2277 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 福祉用具専門相談員 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-  660331 各種保険： 雇用・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-51-1012 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 なし

求人番号: 22052-  643231 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-44-2222 従業員数 10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： その他 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22052-  647331 各種保険： 雇用・労災・公災・健康 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 205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-  682031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 205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: 22052-  683831 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 20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-  684231 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-33-1301 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 保育士 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: 22052-  685531 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給 高齢者施設での介護
業務経験６ヶ月以上994円～1,066円144

夜勤介護スタッフ
（高齢者グループ
ホーム）

●介護職全般
１６時～翌１０時の夜勤帯は、１ユ
ニット（９名）の
ご入居者様のケア全般を担当頂きま
す。
当社のグループホームでは調理スタッ
フがおりレシピも

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伊東南町』雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時00分～10時00

静岡県伊東市八幡野１１０５－３　ケアセンターうばめがし伊東

146

【急募】グループ
ホームの介護職員

家庭的な雰囲気のグループホームにお
いて、入居者様の介護業務を行いま
す。
○入浴介助・排泄介助・食事介助
○レクリエーションなどの支援
○食事作り
○清掃、洗濯業務　など

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ＮＰＯ法人　三山ホーム　　　　　　　　
『グループホーム　三山ホーム伊東』雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

950円～1,000円
又は8時00分～18時00

静岡県伊東市南町１－４－１２

145

福祉用具専門相談員
【伊東】

○福祉用具・医療機器のレンタル・販
売の業務
　介護用品の相談・営業・搬入運搬・
管理
　介護保険制度等の書類作成　他

※用具類の搬入・運搬業務がありま

パート労働者 社会福祉法人　春栄会（ケアセンターうばめがし）
雇用期間の定めなし

時給 介護職員初任者研修
又はヘルパー２級以
上、介護福祉士

950円～1,300円

静岡県伊東市八幡野１２６１－１４

147

介護職員　◆急募◆ 老人介護施設（デイサービス）での高
齢者等の介護業務

○デイサービスに通われる利用者の送
迎
　食事・入浴・排泄、等の支援


パート労働者 株式会社　ライフケア伊豆
『ライフケア　大山の里』雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給 (2)9時00分～18時00分

1,000円～1,500円 (3)9時30分～18時30分

静岡県伊東市岡のホテル

149

客室清掃【伊東市・
伊豆熱川地区】

ホテルや保養所などの客室清掃の仕事
です。

掃除機かけ、ゴミ集め、ベッドメーキ
ング、備品の補充、
洗面・トイレ・お風呂など水回りの拭
き上げ清掃、等

パート労働者 交替制あり 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時00

時給 ※経験のある方は優
遇します1,000円～1,000円

静岡県伊東市岡１３０７－５

148

大浴場清掃【伊東市
岡のホテル】

ホテルの大浴場清掃の仕事です。
○浴場清掃
スポンジやデッキブラシなどを使用し
ます。
（場合によりポリッシャー使用）
シャンプーやボディーソープなど備品
の補充も行います。

パート労働者 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時30分

時給 ※経験のある方は優
遇します1,000円～1,000円

又は9時30分～15時00

静岡県伊東市・伊豆熱川等のホテルや保養所

150

客室清掃【伊東市・
東大室地区】

ホテルの客室清掃の仕事です。

掃除機かけ、ゴミ集め、ベッドメーキ
ング、備品の補充、
洗面・トイレ・お風呂など水回りの拭
き上げ清掃、等


パート労働者 交替制あり 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)10時00分～15時00 ※経験のある方は優
遇します1,000円～1,000円 (3)11時00分～15時00

又は9時30分～15時00

静岡県伊東市玖須美元和田７１６－１６９【保育所“夢きらら”】

時給 (2)13時30分～17時30 実務経験あれば尚可

1,050円～1,250円

静岡県伊東市東大室のホテル

151

保育士【夢きらら】 平成２９年４月に開所した認可外保育
所『夢きらら』における保育士業務で
す。
◎定員は１歳児：６名、２歳児：６名
となります。
　その他、一時預かりの保育も行いま
す。

パート労働者 または専門学校卒業 有限会社　夢ａｎクリーンネイト
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分
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