
【熱海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: 048-640-4300 従業員数 12人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 11030- 7674231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5220-8550 従業員数 38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: 13010-19341231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6204-2568 従業員数 28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: 13010-18235031 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-22116631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-22118131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-19878531 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-19937931 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-19940531 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-20045431 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 40人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-20048631 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-17288731 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3457-1222 従業員数 2人

年　　齢: 60歳以上 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: 13040-22275431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 12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: 13040-28779231 各種保険： 労災 月平均 

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

時給 (2)8時30分～17時30分

1,180円～1,230円 (3)11時00分～20時00

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

静岡県熱海市春日町６－２２

13

【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 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

時給

945円～945円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

12

【６０歳以上求人】
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)10時00分～15時00

1,000円～1,050円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

11

ホテルの施設管理ス
タッフ／静岡県熱海
市

・大浴場のメンテナンス
・館内外の修繕対応
・客室の営繕など

大江戸温泉物語の施設を守る縁の下の
力持ち。
ご応募お待ちしております。

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)14時00分～21時00

1,000円～1,050円 (3)8時00分～21時00分

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

10

ホテルのフロントス
タッフ／静岡県熱海
市／未経験歓迎

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語／未経験歓迎

・チェックイン、チェックアウト業務
・お客様対応
・伝票入力など


パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)16時00分～22時00

950円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

9

ホテルの清掃スタッ
フ／静岡県熱海市／
ホテル水葉亭

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語

・パブリックスペースの清掃
・巡回消毒
・大浴場、露天風呂の簡易清掃
・検温など

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～12時00分

時給 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,050円 (3)6時00分～22時00分

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

8

ホテルのレストラン
スタッフ／静岡県熱
海市／未経験歓迎

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語／未経験歓迎

・オープン、クローズ作業
・バイキングレストランでの接客
・アルコール提供


パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)18時00分～23時00

950円～1,000円

静岡県熱海市伊豆山１９０－１
大江戸温泉物語　ホテル水葉亭
（当社施設）

7

ホテルの洗い場ス
タッフ／静岡県熱海
市／ホテル水葉亭

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語

・下膳された食器の洗浄
・仕分け
・収納作業など


パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～12時00分

時給 (2)16時00分～21時00 経験者優遇

1,050円～1,100円 (3)6時00分～21時00分

静岡県熱海市伊豆山善志３９２－
１
全国設計熱海リフレッシュセンタ

6

ホテルの調理補助ス
タッフ／静岡県熱海
市／未経験歓迎

【仕事内容】ホテル水葉亭／大江戸温
泉物語／未経験歓迎

・料理の仕込み
・盛り込み
・ライブキッチンでの料理提供
・食材管理など

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)6時00分～11時00分

時給 (2)8時00分～13時00分

1,150円～1,200円
又は16時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山善志３９２－
１
全国設計熱海リフレッシュセンタ

5

調理補助／静岡県熱
海市

調理補助業務

食材下処理、切込み
盛付け
提供
配膳、下膳
洗浄、清掃

パート労働者 交替制あり コンパスグループ・ジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給 (2)8時00分～13時00分

1,150円～1,200円
又は16時00分～20時00

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ

4

ホール接客／静岡県
熱海市

ホール接客業務

料理盛り付け
接客
配膳、下膳
洗浄、清掃
衛生管理

パート労働者 交替制あり コンパスグループ・ジャパン株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～11時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市熱海上ノ山１８４３
－１
熱海　海の見える病院　内

3

旅館清掃スタッフ／
大江戸温泉あたみ

旅館での裏方業務です。
・掃除機がけ、ごみ回収
・布団上げ、布団敷き
・アメニティ補充　・ベッドメイク
・水回りの清掃

２名１チームで作業を分担します。

パート労働者 ケービックス東京　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～14時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市泉２３１－３６
「けあビジョンホーム熱海」

2

［契約］調理補助／
病院／熱海市熱海上
ノ山

・仕込み
・盛付け
・配膳
・洗浄　等


＊社内名称：サプラー

パート労働者 株式会社ＬＥＯＣ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給 (2)8時30分～17時30分

944円～944円 (3)10時00分～19時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

介護職員（けあビ
ジョンホーム熱海）

ビジュアルビジョンが運営する「けあ
ビジョンホーム熱海」のスタッフを募
集します。

認知症の方を対象とした「グループ
ホーム」で介護職としてご利用者様が
安心して生活できる場になるよう、サ

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　ビジュアルビジョン
雇用期間の定めなし (1)7時15分～16時15分

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年3月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5796-0630 従業員数 15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: 13040-26459931 各種保険： 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: 13040-19653031 各種保険： 労災 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: 03-6436-8972 従業員数 0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: 13040-28340831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6436-8972 従業員数 0人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-28344731 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: 13040-22204031 各種保険： 雇用・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: 13040-22223531 各種保険： 雇用・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: 13040-22224431 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: 13040-21828331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6911-3010 従業員数 70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: 13080-14075831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0120-25-1811 従業員数 19人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 インテリアコーディ
ネーター

就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 一級建築士

求人番号: 13080-15491231 各種保険： 雇用・労災 月平均 二級建築士

     TEL: 03-5206-5121 従業員数 20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: 13080-18599531 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市桃山町１１－４４
レクトーレ熱海桃山（当社運営）

時給 ホテルや接客経験者
歓迎です。1,150円～1,250円

静岡県熱海市田原本町９－１　熱
海第一ビル９階
当社：熱海駅前店

26

リゾートセミナーホ
テル・ナイトフロン
ト／熱海市桃山町

当社の運営するリゾートセミナーホテ
ル「レクトーレ熱海桃山」の
ナイトフロントスタッフの募集です！
ブランクがある方、接客経験者、ホテ
ルや旅館での業務経験者歓迎です！

■主な業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)20時00分～8時00分

時給 リフォーム経験等

1,250円～1,450円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市
※詳細は窓口にお問い合わせ下さ
い。

25

リフォームプラン
ナーサポート／パー
ト／熱海

下記業務のサポート全般をお願いしま
す。
「ロイヤルインテリア」はグループの
一員として中古マンションや一戸建
て、別荘などのリフォームを手がけて
います。
【１、案件依頼を受ける】営業を担う

パート労働者 ロイヤルインテリア　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～19時00 集団調理経験

1,300円～1,400円
又は5時00分～19時00

静岡県熱海市渚町２２－８
リブマックスリゾート熱海ＯＣＥ
ＡＮ

24

調理スタッフ（有
料）／静岡県熱海市
≪紹介予定派遣≫

有料老人ホーム厨房内での調理業務で
す。
配膳・下膳・盛り付け・カット・洗浄
等をお任せします。

★定員９７名
★２００３年８月１日開設

有期雇用派遣パート 交替制あり 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒｏｗｔｈ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時00分～14時00分

時給 (2)16時00分～22時00

1,200円～1,200円

静岡県熱海市渚町１４－１２
当社　熱海シーフロント

23

レストランスタッフ
リゾート熱海ＯＣＥ
ＡＮ（朝食・夕食）

リゾートホテル「リブマックスリゾー
ト熱海ＯＣＥＡＮ」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

1,000円～1,000円

静岡県熱海市渚町２２－８
リブマックスリゾート熱海ＯＣＥ
ＡＮ

22

パーキングスタッフ
（熱海シーフロン
ト）

リブマックスリゾート熱海シーフロン
ト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

1,200円～1,200円

静岡県熱海市渚町１４－１２
リブマックスリゾート熱海シーフ
ロント

21

フロントスタッフ
（熱海Ｏｃｅａｎ）

「リブマックスリゾート熱海ＯＣＥＡ
Ｎ」のフロントの簡単な対応と接客の
お仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内や問い合わせ対応
未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県熱海市緑ガ丘町１４－１０
ソーシャルインクルーホーム熱海

20

フロントスタッフ
（熱海シーフロン
ト）

「リブマックスリゾート熱海シーフロ
ント」のフロントの簡単な対応と接客
のお仕事です。
・チェックイン、チェックアウト業務
・電話やメールなどの予約受付業務
・施設のご案内や問い合わせ対応
未経験の方でも先輩スタッフが丁寧に

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)8時00分～17時00分

日給

1,300円～1,300円

静岡県熱海市緑ガ丘町１４－１０

ソーシャルインクルーホーム熱海

19

障がい者グループ
ホームの世話人・夜
勤パート／熱海

■２０２３年５月オープン予定です
《無資格・未経験の方歓迎の職種で
す》
グループホームに入居されている方は
自立されている方もいらっし
ゃいますが、介助が必要な方に対して
の身の回りのお世話です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ソーシャルインクルー株式会社
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

1,300円～1,300円

静岡県熱海市熱海１９９３－６５
「ホテルニューアカオ」

18

障がい者グループ
ホームの世話人・日
勤パート／熱海

■２０２３年５月オープン予定です
《無資格・未経験の方歓迎の職種で
す》
グループホームに入居されている方は
自立されている方もいらっし
ゃいますが、介助が必要な方に対して
の身の回りのお世話です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） ソーシャルインクルー株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給 ◆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」

17

【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）

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

静岡県熱海市熱海１９９３－６５
「ホテルニューアカオ」

16

【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 ◆洗い場業務の経験

1,000円～1,000円
又は7時00分～22時00

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

15

【パート】洗い場／
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
で使用した食器、備品の洗浄をお願い
します。
手洗いするものと食洗機を利用するも
のに分け、洗い終わりは汚れが残って
いないかを確認。

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)17時00分～9時00分

1,150円～1,210円14

【ミモザ熱海湯庵】
コンシェルジュ／
パート／サ高住

高齢者向け住宅内で、業務をお願いし
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)8時30分～17時30分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年3月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5206-5121 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: 13080-13144131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5206-5121 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: 13080-13214631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3349-8551 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 調理師

求人番号: 13080-13905231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3349-8551 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし 調理師

求人番号: 13080-13924331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5908-2032 従業員数 19人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 13080-14114831 各種保険： 労災 月平均 ホームヘルパー２級

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9222231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9227631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9230831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9232531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9234731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9237931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9239031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 52人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9243331 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

39

ホテルの施設管理ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

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

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

時給 (2)16時30分～21時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

38

ホテルの調理補助ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

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

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

時給 (2)16時00分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,100円～1,300円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

37

ホテルの調理スタッ
フ／ウオミサキホテ
ル

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

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

時給 (2)17時00分～22時30

950円～970円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

36

ホテルの洗い場ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

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

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

時給

950円～970円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

35

ホテルの客室清掃ス
タッフ／ウオミサキ
ホテル

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

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

時給 (2)16時30分～21時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

34

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／ウオミサキホテル

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

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

時給

1,200円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

33

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／ウオ
ミサキホテル

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市泉４１３－１２６
当社施設　ベストライフ熱海

32

ホテルのフロント・
予約スタッフ／ウオ
ミサキホテル

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

時給

960円～1,100円
又は10時00分～19時00

静岡県熱海市泉４１３－１２６
ベストライフ熱海　厨房内

31

介護職パート／未経
験ＯＫ／熱海市・湯
河原駅

介護付き有料老人ホームの介護職ス
タッフのお仕事です。
■介護サービスの提供
食事の介助や入浴の介助、排泄介助や
移動のお手伝い等。
自分でできない部分のみ、介護サービ
スとしてお手伝いしていきま

パート労働者 株式会社　ベストライフ中部
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～16時00分

時給 (2)6時00分～14時00分 高齢者福祉施設・病
院・社食・学校・保
育園等での調理（補

1,300円～1,400円 (3)12時00分～19時00

静岡県熱海市泉４１３－１２６　ベストライフ熱海　厨房内

30

調理（パートマネー
ジャー）／熱海市

（請負先での業務）
老人ホーム内での調理及び、
それに付帯する業務（補助）

＜主な業務＞
・食材の下処理（カット等）
・配膳

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アスモフードサービス首都圏
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)6時00分～14時00分 高齢者福祉施設・病
院・社食・学校・保
育園等での調理（補

1,200円～1,300円 (3)12時00分～19時00

静岡県熱海市小嵐町１５－９
レクトーレ熱海小嵐（当社運営）

29

調理／熱海市 【請負先での業務】
老人ホーム内での調理及びそれに付帯
する業務（補助）
＜主な業務＞
・食材の下処理（カット等）
・配膳
・清掃

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アスモフードサービス首都圏
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～10時00分

時給

1,200円～1,250円
又は8時00分～22時00

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階
『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海』（当社
運営）

28

ホテル館内スタッフ
／熱海市小嵐町

「レクトーレ熱海小嵐」にて館内ス
タッフをお任せします。
・予約管理
・チェックイン・チェックアウト対応
・電話対応
・お客様のご案内
・研修施設の設営（椅子や机の並び替

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)21時00分～9時00分 ・同業種、接客経験
者歓迎1,100円～1,200円

又は19時00分～9時00

27

ホテル夜勤フロント
／熱海市

＊＊／幅広い年代の社員が活躍してい
る元気な職場です！＼＊＊
●当社の運営するリゾートセミナーホ
テル『ＩＳＨＩＮＯＹＡ熱海
』のフロント業務を中心にお任せしま
す。
■主な業務

パート労働者 交替制あり 株式会社　ティーケーピー
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)19時00分～7時00分

3/12



【熱海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 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 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- 9273231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9282431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9283731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9284331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9286931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9288031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9292331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 142人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9297831 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 18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- 7306131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 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 なし

求人番号: 13170- 7309231 各種保険： 労災 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- 5978731 各種保険： 労災 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: 0467-73-8920 従業員数 0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: 14080- 2398931 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市咲見町３－８

時給 (2)5時00分～13時00分

1,300円～1,300円

静岡県熱海市桃山町１５－５４

52

〈急募〉早朝から
スーパーの品出し

大手スーパーにて、早朝からの品出し
業務のお仕事です。
主に商品陳列・補充・整理等、未経験
者でも安心して出来る簡単な作業で
す。早朝からのお仕事で時間を有効活
用できます★
幅広い年代の男女活躍中！しっかり

有期雇用派遣パート 株式会社　ＩＨＳ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)5時00分～11時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市下多賀字風越５５６
「ガスト　網代」

51

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 (2)10時30分～18時00

944円～944円 (3)18時00分～21時00

静岡県熱海市渚町２－５
「ジョナサン　熱海サンビーチ
店」

50

調理補助（ガスト
網代店）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全
般から洗い場まで担当していただきま
す。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務

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ヶ月未満）(1)7時00分～10時30分

時給 (2)11時00分～15時00

990円～1,040円 (3)18時00分～22時00

静岡県熱海市上宿町１８－１０
「ジョナサン　熱海店」

49

調理補助（ジョナサ
ン　熱海サンビーチ
店）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全
般から洗い場まで担当していただきま
す。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務

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ヶ月未満）(1)6時30分～10時30分

時給 (2)10時00分～16時00

990円～1,040円 (3)17時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

48

調理補助（ジョナサ
ン　熱海店）

◎簡単な調理補助から始めて、調理全
般から洗い場まで担当していただきま
す。
・食事の盛り付け
・焼き物、揚げ物等の簡単な調理
・食器洗い、消毒等
・その他付随する業務

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ヶ月未満）(1)7時00分～11時00分

時給

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

47

ホテルの施設管理ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

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

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

時給 (2)14時30分～20時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

46

ホテルの調理補助ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

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

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

時給 (2)14時30分～21時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,300円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

45

ホテルの調理スタッ
フ／伊東園ホテル熱
海館

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

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

時給 (2)18時00分～21時30

950円～1,000円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

44

ホテルの洗い場ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

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

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

時給

950円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

43

ホテルの客室清掃ス
タッフ／伊東園ホテ
ル熱海館

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

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

時給 (2)16時00分～21時30

1,000円～1,200円

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

42

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／伊東園ホテル熱海
館

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

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

時給

1,200円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

41

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／伊東
園ホテル熱海館

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

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

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／伊東
園ホテル熱海館

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

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 025-784-4132 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 一級建築士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 二級建築士

求人番号: 15120-  750231 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 054-251-1161 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 4937831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-251-1161 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 4940331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-251-1161 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 4941631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-251-1161 従業員数 43人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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: 22010- 4946231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 4058831 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 4077431 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 4078731 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 4081031 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 4082831 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-281-7890 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 6人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22010- 4116331 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22010- 6267431 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 055-924-5218 従業員数 12人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 2603431 各種保険： 労災 月平均 10時間

静岡県熱海市泉４１５－１６９
グループホームのどかの家熱海

時給

1,100円～1,330円
又は6時00分～21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

65

介護スタッフ（グ
ループホームのどか
の家熱海）

当社運営の「グループホームのどかの
家熱海」において、入居者の介護及び
生活支援全般を担当していただきま
す。
管理職の指示に基づき、清掃、洗濯、
買い物等の生活援助や、食事、入浴、
排泄等の身体介助、受診対応、館内清

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　イー・ケア
雇用期間の定めなし

時給

1,615円～1,615円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

64

訪問入浴看護職員／
伊豆事業所（熱海
市）

訪問入浴サービスにおける、看護職員
の募集です。
事業所へ出勤後に３人一組（介護職員
２人、看護師１人）にて訪問入浴車を
運転しお客様ご自宅へ向かいます。
お客様のご自宅到着後、介護職員が入
浴機材等の準備をしている間にお客様

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

時給 (2)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

63

警備職員「急募」
（東伊豆町）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

62

警備職員「急募」
（下田市）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

61

警備職員「急募」
（河津町）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

60

警備職員「急募」
（南伊豆町）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円

静岡県熱海市上多賀８９－１
エスピトーム東伊豆営業所

59

警備職員「急募」
（伊東市）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)22時00分～7時00分

1,125円～1,312円 (3)10時00分～18時00

静岡県熱海市和田浜南町４－３９

マリンスパ熱海

58

警備職員「急募」
（熱海市）

当社は県内全域で公共事業における警
備業務を中心に業務を展開し
ております。
工事現場や駐車場、イベント会場や各
種施設において、車両や通行
人の警備を行い、地域の皆様に安全を
提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） エスピトーム株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給 (2)19時00分～22時00

944円～1,100円

静岡県熱海市和田浜南町４－３９

マリンスパ熱海

57

建物内の清掃／熱海
市

施設内の清掃業務を行っていただきます。 パート労働者 交替制あり 静岡ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

時給 (2)14時30分～19時30

944円～1,100円 (3)14時30分～21時30

静岡県熱海市和田浜南町４－３９

マリンスパ熱海

56

プール監視／熱海市 利用者の安全を守り、施設の衛生を保
ち、館内秩序を維持
する業務　を行っていただきます。
・プールや健康温浴室の監視のほか、
利用者への各種サポート、
　水質・水温・室温等の測定、危険行
為や迷惑行為に

パート労働者 交替制あり 静岡ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時30分

時給 (2)14時30分～19時30

944円～1,100円 (3)14時30分～21時30

静岡県熱海市和田浜南町４－３９

マリンスパ熱海

55

総合案内・受付／熱
海市

フロント業務全般を担当していただき
ます。

・入館者の受付、利用案内、利用料金
の収受、退館者の精算、
　レンタル用品の貸出、簡単なレジ打
ち、電話対応など

パート労働者 交替制あり 静岡ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時30分

時給 (2)14時30分～18時30

944円～1,100円
又は10時00分～18時30

静岡県熱海市田原本町９―１　熱海第一ビル　２階

54

トレーニングルーム
の監視／熱海市

機器の使い方やお客様の安全を見守るお仕事ですパート労働者 交替制あり 静岡ビル保善　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～14時30

時給 ・建築に関する設計
の実務経験のある方1,400円～2,000円

又は8時00分～17時00

53

建設設計（フルリ
モート可）

○リゾートマンション等の設計図作成
業務
・湯沢、伊豆、那須白河エリアの各案
件の図面やプレゼン作成

＊建築業務関連（設計、見積）の経験
者募集します

パート労働者 株式会社　エンゼル建設
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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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-924-5218 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22030- 2604731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 054-353-6868 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22040- 1039531 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- 1846831 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-67-2643 従業員数 36人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1435031 各種保険： 労災 月平均 22時間

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1920731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1924131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 1929431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1932131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1343331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1325731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-1315 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1268831 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0558-87-0052 従業員数 2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- 1180731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-8285 従業員数 68人

年　　齢: 18歳～64歳 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1698531 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市昭和町２０－５

時給

944円～944円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市田原本町９３

78

タクシー乗務員（定
時制）

＜　タクシー乗務員　＞

タクシーでお客様を目的地まで安全に
お送りするサービス業です。

※車種　クラウン・プリウス・コン
フォート　など・・・

パート労働者 熱海第一交通　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時00分～18時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県熱海市田原本町３－６

77

店舗スタッフ いちごプラザ大福やのいちご大福やそ
の他スイーツの接客販売
電話対応等事務作業有り

パート労働者 有限会社　仲原商事
雇用期間の定めなし (1)8時45分～17時00分

時給 すし調理に限らず、
キッチンスタッフな
ど調理経験があれば

1,000円～1,100円
又は9時30分～20時30

静岡県熱海市田原本町３－６

76

調理補助及び洗い場 ・寿司店での調理補助（焼き物、煮物
など）
・食器の洗浄（食洗器も使用します）
・薬味などの準備、補充
その他、付随業務を行っていただきま
す。

パート労働者 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給

1,200円～1,200円
又は11時00分～20時30

静岡県熱海市田原本町３－６

75

【短期】寿司店の
ホールスタッフ

・オーダー
・料理やドリンクの配膳
・バッシング
・テーブルセット

パート労働者 株式会社　北海物産
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 未経験の方でも始め
られるシュークリー
ム作りのお仕事で

1,000円～1,100円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市田原本町３－６

74

シュークリームの製
造及び販売

熱海スイーツでおなじみの「四角い
シュークリーム」作りです。

・生地の成型
・クリーム作り
・シュークリームの仕上げ作業
・箱詰め、陳列

パート労働者 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,200円
又は9時30分～20時30

静岡県熱海市田原本町７－１

73

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

パート労働者 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,200円
又は9時30分～21時00

静岡県熱海市田原本町７－１

72

すしカウンター業務 ・寿司調理
・料理の仕込み
・その他調理全般

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

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,200円
又は9時30分～20時00

静岡県熱海市田原本町３－６

71

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

パート労働者 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給

1,100円～1,200円
又は9時30分～21時00

静岡県熱海市網代６２７－３６３

70

すしカウンター業務 ・寿司調理
・料理の仕込み
・その他調理全般

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

パート労働者 交替制あり 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし

時給 基本的なＰＣスキル
ホテル・旅館でのフ
ロント経験あれば尚

1,100円～1,100円
又は20時00分～8時00

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

69

ナイトフロント 温泉旅館「竹林庵みずの」における
・予約対応（電話、インターネット）
・電話対応
・お客様対応
・設備管理
・夜間警備

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社みずの観光
雇用期間の定めなし (1)21時00分～6時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市上多賀１０１６－１
０
特別養護老人ホーム海光園　内厨
房

68

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)14時30分～17時30

時給 (2)10時00分～19時00 ・厨房での業務経験

944円～980円 (3)15時00分～19時00

静岡県熱海市泉４１５－１６９
グループホームのどかの家熱海

67

海光園／特別養護老
人ホームでの調理補
助

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

ベテラン揃いのアットホームな職場で
す。

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

時給

1,100円～1,330円66

夜勤専従介護スタッ
フ（グループホーム
のどかの家熱海）

当社運営の「グループホームのどかの
家熱海」において、入居者の介護及び
生活支援全般を担当していただきま
す。
管理職の指示に基づき、清掃、洗濯、
買い物等の生活援助や、食事、入浴、
排泄等の身体介助、受診対応、館内清

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　イー・ケア
雇用期間の定めなし (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3月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-81-8840 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 火他 その他の自動車等車
両・船舶運転免許

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- 1331231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 0557-67-1971 従業員数 57人

年　　齢: 不問 休　　日： 日 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1548031 各種保険： 労災・健康 月平均 

     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: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1710331 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-86-2038 従業員数 12人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1384331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-2038 従業員数 12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- 1386931 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-82-6578 従業員数 60人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 普通自動車第二種免
許

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- 1165331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 1157631 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間 介護職員初任者研修修了者

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 准看護師

求人番号: 22050- 1160831 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-80-5600 従業員数 140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- 1166631 各種保険： 雇用・労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-81-5615 従業員数 3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: 22050- 1218231 各種保険： 労災 月平均 

     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- 1528731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県熱海市下多賀　６６０

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市中央町１４－７

91

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)17時00分～20時30

1,250円～1,350円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

90

ウエイター・ウエイ
トレス

接客サービスとして下記の業務をお願
いします。
・オーダー取り
・料理の配膳及び準備作業
・後片付け、清掃
・その他付帯業務

パート労働者 交替制あり 熱海製氷冷蔵　合資会社　（ステーキハウスはまだ）
雇用期間の定めなし (1)10時00分～13時30

時給 (2)8時30分～17時30分 厨房経験

1,000円～1,000円 (3)10時30分～19時30

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

89

調理補助員 複合型介護福祉施設（特別養護老人
ホーム１００床、短期入所２０床、養
護老人ホーム５０床、ケアハウス３０
床、デイサービス定員４０名）での調
理補助業務。
主な業務は、食材の洗浄、切込み、盛
り付け、食器洗浄、各フロアまでの配

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時30分～14時30分

時給

1,600円～1,600円

静岡県熱海市伊豆山７１７－１

88

看護職 ・複合型介護施設での看護業務
（特別養護老人ホーム１００床、短期
入所生活介護２０床、養護老人ホーム
５０床、ケアハウス３０床、デイサー
ビス４０名定員）

・主に服薬管理、体調管理、ドクター

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
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)7時00分～16時00分

1,000円～1,100円
又は11時00分～20時00

静岡県熱海市小嵐町１－４

87

介護職員 複合型介護福祉施設（特別養護老人
ホーム、養護老人ホーム、ケアハウ
ス、デイサービス）での介護業務全
般。
お客様が安心して生活できるように、
身の回りの世話や相談援助等の介護
サービスを提供する仕事です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人湖成会　熱海伊豆海の郷
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

1,500円～1,500円
又は8時00分～22時00

静岡県熱海市東海岸町１４－２６ウィスタリアンライフクラブ熱海

86

タクシー運転手 【タクシー運転業務】★全車オートマ
車です。

　さらなるサービス向上を目指して
　社員一同頑張っている会社です。

＊未経験者歓迎（２種免許取得支援制

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社小形タクシー
雇用期間の定めなし

時給 (2)17時00分～21時00

1,200円～1,200円 (3)10時30分～14時30

静岡県熱海市東海岸町１４－２６ウィスタリアンライフクラブ熱海

85

旅館・和食レストラ
ン飲食接客業従業員

ホテルの宿泊客の飲食の接客業務で
す。
（朝食・昼食・夕食の飲食接客）

１．朝食の準備・接客・配膳　片付け
２．夕食の準備・接客・配膳　片付け
３．昼食の準備　接客・配膳　注文取

パート労働者 交替制あり 有限会社割烹でん助
雇用期間の定めなし (1)6時30分～9時30分

時給 (2)18時00分～21時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

84

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)10時30分～15時00

時給 医療事務業務経験

980円～980円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市下多賀８０４－２
「クラシオンカフェ熱海」

83

医療事務（事務職
員・事務クラーク）

受付、算定、レセプト（電子カル
テ）、外来・病棟での
クラーク業務など。

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

時給

1,100円～1,200円

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

82

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

静岡県熱海市上多賀１０１６－１０

81

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 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 ６～８人乗り　車両
運転業務944円～944円

又は8時30分～18時00

静岡県熱海市渚町２０２０－３６

80

運転手（送迎業
務）・営繕（設備補
修、清掃等）

当施設・事業所を利用するご高齢者の
送迎（朝・夕）
職員送迎
その他の時間は営繕業務

★６０歳以上の方歓迎します


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
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 遊覧船、マリーナ等
で働いていた経験あ
れば尚可

950円～1,100円79

遊覧船スタッフ 遊覧船に係る下記業務を担当していた
だきます
・熱海周辺遊覧船のチケット販売（レ
ジ対応）、
　お客様への案内、観光案内、避難等
接客対応
・遊覧船の離岸着岸の補助作業

パート労働者 交替制あり 株式会社　スパ・マリーナ熱海
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時30分
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【熱海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 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-68-3151 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- 1529331 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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1531031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-1045 従業員数 37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- 1593431 各種保険： 労災 月平均 2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: 0557-84-0001 従業員数 28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- 1389831 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0465-60-2211 従業員数 85人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1261431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1534531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 38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- 1535431 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 055-947-1844 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 あり

求人番号: 22050- 1538631 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-941-5222 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1774831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-941-5222 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1814431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-2086 従業員数 3人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1731831 各種保険： 労災 月平均 

     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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1182631 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市上多賀７３６－１

時給

1,000円～1,200円

静岡県熱海市春日町１７－１４
プリンススマートイン熱海１階

104

一般事務 パソコン入力作業。
予約管理。ファイリング。

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00分～17時00分

時給

1,050円～1,050円
又は6時00分～18時30

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海２階

103

接客 熱海駅から徒歩３分プリンススマート
イン熱海１階の飲食店内での接客と簡
単な調理が主な内容です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　榛摺
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時00分

時給

1,050円～1,100円
又は15時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海２階

102

ベーカリー調理補助
スタッフ（ラスカ熱
海）

【ベーカリー調理補助スタッフの業務
内容】

・焼き菓子、パンの調理補助　
　仕込みから、調理パンの調理補助ま
で幅広くあります。
　　

パート労働者 交替制あり Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時00分

時給

1,050円～1,100円
又は15時00分～21時00

静岡県熱海市東海岸町１－２
ホテル貫一

101

ベーカリーカフェ
ホールスタッフ（ラ
スカ熱海）

【ベーカリーカフェホールスタッフの
業務内容】

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

パート労働者 交替制あり Ｒ＆Ｍリゾート株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～14時00分

時給

950円～950円

静岡県熱海市小嵐町４－３６
ＳＯＫＩ　ＡＴＡＭＩ

100

（請）旅館客室清掃
スタッフ／熱海東海
岸町

旅館での客室清掃のお仕事です。

主な仕事内容は、

・客室清掃
・水屋の片付け


パート労働者 交替制あり 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～13時30

時給

1,050円～1,100円

静岡県熱海市春日町９－１

99

（請）旅館客室清掃
スタッフ　熱海市小
嵐町

ハイクラスホテルでの客室清掃スタッ
フ
　・客室清掃
　・ベッドメイク
　
　　　　　等々をお任せいたします。

パート労働者 交替制あり 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～14時30

時給 接客、サービス業等
経験者1,250円～1,250円

静岡県熱海市泉６１番地の１

98

（請）マンションコ
ンシェルジュ／熱海
駅１分／月間１５日

熱海駅前タワーマンション２９階建３
４１戸居住者の生活面をサポートして
いただくお仕事です。受付カウンター
にて専用サービス受付等をしていただ
きます。１０時～１９時（実働８時
間）月１５日


パート労働者 交替制あり 太陽技研株式会社　静岡営業所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～19時00

時給

1,000円～1,150円

静岡県熱海市咲見町６－４１

97

介護職員 ＊介護老人保健施設及び通所リハビリ
テーション利用者の介護業務
　・食事介助
　・入浴介助
　・排泄介助
　・レクレーション
　・その他

パート労働者 医療法人社団ちとせ会　介護老人保健施設　葵の園・熱海
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給 ホテルや旅館での客
室清掃経験1,150円～1,350円

又は10時00分～15時00

静岡県熱海市下多賀８４２番４

96

リゾートホテル内の
客室清掃

客室の清掃やベッドメイキング、アメニティの補充などをお願い致します。パート労働者 交替制あり 株式会社　アルカサバ
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

静岡県熱海市春日町１２－４

95

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 簡単なパソコン入力

1,100円～1,200円

静岡県熱海市下多賀　６６０

94

ホテル客室内の清
掃、ベッドメイク

ホテル客室内の清掃、ベッドメイクを
お願いしています。



パート労働者 交替制あり 株式会社東横イン熱海駅前
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時00

時給

950円～1,200円

静岡県熱海市下多賀　６６０

93

急募　客室清掃 客室清掃並びに共用トイレ掃除をお願いします。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92

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
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【熱海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 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-82-0008 従業員数 4人

年　　齢: 59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 あり

求人番号: 22050- 1215131 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-84-2777 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1547131 各種保険： 労災 月平均 1時間

     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- 1638231 各種保険： 雇用・労災 月平均 13時間

     TEL: 0557-55-9510 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 水木他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1690731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-9510 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 調理師 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1691331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-5011 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1539931 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 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: 22050- 1176131 各種保険： 雇用・労災 月平均 ホームヘルパー１級

     TEL: 0557-88-0002 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日 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- 1177031 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 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: 22050- 1178831 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-88-0002 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: 22050- 1183931 各種保険： 労災 月平均 介護福祉士

     TEL: 0557-82-8171 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1146431 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-0345 従業員数 38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- 1502731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-0345 従業員数 38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- 1205631 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市東海岸町９番１１号

時給

1,200円～1,200円
又は16時00分～20時00

静岡県熱海市東海岸町９番１１号

117

調理補助 旅館で提供する日本料理の調理補助が
主となるお仕事です。
包丁を使った簡単な調理や洗い物、お
掃除など、未経験の方でも歓迎です。

パート労働者 交替制あり 株式会社　桜家旅館
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給

1,200円～1,200円
又は16時00分～20時00

静岡県熱海市東海岸町７－１７

116

客室係・仲居 お客様がほっとできるサービスで、
癒しのひとときを心から楽しんでいた
だけるように、
従業員ひとりひとりが考え、心がけて
います。

【客室係】

パート労働者 交替制あり 株式会社　桜家旅館
雇用期間の定めなし (1)7時00分～11時00分

時給 紙製品製造に伴う、
機器の取り扱い経験
者

950円～1,200円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

115

紙製品製造 ボール箱製作の為、紙の断裁・罫線入
れ・組立作業を行う。
また、貼り箱製作の為、紙を巻く糊付
け機（ステッチャー機）の
調整作業を行う。また、関連する紙貼
り機・断裁機の調整も
行って頂きます。

パート労働者 株式会社セト
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分

時給

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

114

訪問介護員 身体介護（排泄介助、入浴介助、食事
介助）
生活援助（掃除、洗濯等）
施設内での介護が中心となります

パート労働者 ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

1,000円～1,200円
又は7時00分～20時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

113

訪問介護員 身体介護（排泄介助、入浴介助、食事
介助）
生活援助（掃除、洗濯等）
施設内での介護が中心となります

パート労働者 ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 看護師業務経験あり
が望ましい1,600円～2,000円

又は8時30分～16時30

静岡県熱海市伊豆山１１７３番地１７５

112

看護師（通所介護事
業所）

デイサービスご利用者の健康管理、日
常生活のサポート、バイタルチェッ
ク、服薬介助等
その他、デイサービスに付随する業
務。

パート労働者 交替制あり ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,100円～1,200円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市熱海１８７６－１０

111

通所介護員 デイサービスでの介護業務。
入浴介助、排泄介助、食事介助
レクリエーション等

パート労働者 ＧＳＳ株式会社（介護事業所ひまわり）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)13時00分～21時00 調理経験者・フロア
サービス経験者
サービス経験ある方

1,200円～1,500円 (3)15時00分～23時00
又は7時00分～23時00

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル株式会社２階　２０８号、２０９号

110

調理スタッフ 一棟貸切リゾート温泉施設内の料理を
担当する部門の調理スタッフ
兼サービス補助。
フレンチシェフの下で、調理アシスタ
ントをしながら、
サービス担当責任者と連携して、フロ
ア全体の運営サポート

パート労働者 交替制あり 株式会社熱海スパ＆リゾート
雇用期間の定めなし (1)10時00分～18時00

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

1,000円～2,000円

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル株式会社２階　２０８号、２０９号

109

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

時給 (2)16時00分～21時00

1,000円～1,200円

静岡県熱海市中央町１４－９

108

ホール、洗い場、清
掃

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

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

日給 マナー講習

1,000円～1,250円

静岡県熱海市桃山町２６－２
ＭＯＡ美術館内茶の庭

107

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

時給 飲食店接客の経験の
ある方、大歓迎。
蕎麦が好きな方、大

1,000円～1,300円

静岡県熱海市田原本町６－７　角屋ビル

106

飲食店 ホールスタッフ、配膳等 パート労働者 株式会社　そばの坊
雇用期間の定めなし (1)11時00分～16時30

時給

950円～1,100円
又は8時30分～18時00

105

販売員 　　　　　＜＜販売員の業務内容とし
て＞＞

＊土産品販売の取り次ぎ、商品の補
充、店内の清掃を行って
　いただきます。
＊その他会社の定める業務を行ってい

パート労働者 株式会社　角屋
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3月7日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-83-4141 従業員数 4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- 1660031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-6035 従業員数 650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- 1453231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-86-6339 従業員数 9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: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護福祉士

求人番号: 22050- 1860131 各種保険： 労災・その他 月平均 その他の福祉・介護関係資格

     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: 0557-68-3437 従業員数 23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 栄養士

求人番号: 22050- 1174631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 1179231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-33-3337 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22052-  347531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-85-5661 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- 1566231 各種保険： 労災 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： 毎　週 時間外 なし 看護師

求人番号: 22050- 1003931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-83-7436 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: 22050- 1452831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7111 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水金日 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- 1688831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 82人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1639531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

静岡県熱海市泉１７－２

時給 接客経験

1,730円～1,730円

静岡県熱海市咲見町５－２０

130

ナイトフロント 介護付有料老人ホームネオ・サミット湯河原内　ナイトフロント業務　館内巡回　入居者接客（新聞受け渡し等）簡易な設備管理（照明スイッチ入切等）入居者緊急時対応（医療機関への連絡や同行等）パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)17時00分～8時30分

時給 家庭料理程度の経験

1,000円～1,200円

静岡県熱海市小嵐町９－１７

129

家事全般 ＜家事全般の作業は下記の通りです。
＞
・家族（３人）の食事（昼食及び夕
食）の調理
・メニュー作成、調理材料買い出し
・食事提供
・調理後の片付け（食洗機あり）　

パート労働者 有限会社　エーエンドエム商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～16時00

時給

1,000円～1,200円
又は9時00分～14時00

静岡県熱海市水口町１３番１５号

128

ホテル清掃スタッフ ホテルの客室清掃や共用部の清掃を行います。パート労働者 交替制あり 株式会社四季リゾーツ
四季倶楽部シオン熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 採血、健康相談業務
の経験1,331円～1,492円

静岡県熱海市熱海１７３９－３４

127

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

1,000円～1,000円

静岡県熱海市咲見町

126

（請）マンション共
用部分清掃

マンション共用部分の清掃
・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 清掃経験

1,100円～1,100円

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

125

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

1,000円～1,500円
又は7時00分～18時00

静岡県熱海市上多賀９３４－１６

124

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

1,000円～1,300円
又は8時00分～17時00

静岡県熱海市田原本町３－８

123

調理師または栄養士 ・調理の実施（アレルギー児に対する
調理）
・給食材料の購買及び受払に関する事
項
・市からの献立指示をもとに献立表を
作成等


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 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

122

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

静岡県熱海市中央町１番２６号

121

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 介護従事経験

1,200円～1,250円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市中央町１番１号

120

訪問介護員 ・利用者宅に訪問し、身体介護及び生
活支援を提供
・訪問地域は熱海市内が中心
・訪問はマイカー（１キロ２５円実費
支給）及び公共交通機関を利　用しま
す

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 社会福祉法人　熱海市社会福祉協議会
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

946円～946円
又は8時30分～17時15

静岡県熱海市田原本町３－６

119

事務補助（会計年度
任用職員）

静岡県議会議員選挙、熱海市議会議員選挙及び総務課総務検査室の業務に関する事務補助パート労働者 熱海市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給 食肉加工の経験があ
れば優遇します1,400円～1,400円118

精肉加工及び配送 精肉加工及び配送 パート労働者 有限会社熱海フードセンター
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 82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- 1640331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 82人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1641631 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0465-63-6432 従業員数 82人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1642931 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-3334 従業員数 20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 なし

求人番号: 22050- 1914631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-3334 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: 22050- 1915931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-88-0002 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- 1304031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-29-6699 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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- 1239631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-8884-9733 従業員数 8人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 普通自動車第二種免
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: 22050- 1603031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-60-0777 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: 22100- 1582431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-67-1270 従業員数 5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: 22100- 2096131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-95-8080 従業員数 5人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22110-  537231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     TEL: 0557-95-8080 従業員数 8人

年　　齢: 60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: 22110-  424431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 7時間

     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

静岡県熱海市田原本町４－８

143

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

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４－６

142

みやげ・海産物販売
【熱海本店】　シニ
ア求人

◎海鮮丼飲食スペースでの調理補助や
ホール業務
　ハンバーガーショップでの接客

　自社工場製造の海産物、みやげ物の
販売
　商品試食のお勧めやご案内、レジ対

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

時給

1,000円～1,000円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市伊豆山字七尾原１１
７３－１７２
【菜の花】

141

みやげ・海産物販売
【熱海駅前店】

◎自社工場製造の海産物、みやげ物の
販売、屋台ブースでの商品販売、試食
のお勧めや商品説明、レジ対応（バー
コード式）、包装、陳列など行ってい
ただきます。

※未経験の方でも先輩スタッフが丁寧

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)6時00分～15時00分 福祉施設での、調理
補助経験あれば尚
可。

945円～1,100円 (3)10時30分～19時30

静岡県熱海市中央町１９－３９
マックスバリュ熱海店

140

（請）調理補助 【菜の花】福祉施設内厨房にて、

約４０食程度の盛付、配膳、食器洗
浄、厨房内清掃などを、

行っていただきます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　クリエイティブ
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

944円～1,000円
又は6時00分～11時00

静岡県熱海市伊豆山３０７番地

139

（請）清掃 店舗の清掃を担当していただきます。
・出入口周辺・フロア・階段・駐車場
など店舗内外の
　清掃をお願いします。
・モップやほうき等を使用し清掃して
いきます。


パート労働者 株式会社　静東クリーン
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時00

時給

1,250円～1,250円
又は18時00分～1時00

静岡県熱海市中央町１８－１　京美堂ビル１０１

138

客車担当運転代行ド
ライバー

運転代行は飲酒などで運転ができない
状態になった車の持ち主に変わり運転
を代行するお仕事です。

基本的に２人１組で行動し、お客様か
らの依頼が来たらお客様がいる場所ま
で車で向かいます。

パート労働者 交替制あり 運転代行ハッピー
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～1,300円
又は9時30分～21時00

静岡県熱海市伊豆山１１７３－１７５

137

調理アシスタント、
及びホール全般業務

接客、調理アシスタント、店内清掃が
主な業務内容になります。
フードコーディネーターが経営するお
店なので、将来、飲食店の開業を希望
しているかたには、基礎からノウハウ
まで丁寧にお教えします。
勤務時間、勤務日は相談に応じます。

パート労働者 交替制あり キッチン樹樹
雇用期間の定めなし (1)9時30分～16時00分

時給 (2)10時00分～19時00 介護ヘルパー等の経
験者優遇1,000円～1,000円 (3)11時00分～20時00

静岡県熱海市桃山町１２－１３

136

サービス付き高齢者
向け住宅　受付事務
及び入居者対応

・サービス付き高齢者向け住宅内の受
付一般事務及び見学者対応。
・入居者の生活支援、服薬支援及び病
院受診の付き添い等。
・入居者及び家族対応。
・館内の環境整備、清掃、軽作業もあ
ります。

パート労働者 交替制あり 医療法人社団南愛会
熱海温泉すみれ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)17時00分～21時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市桃山町１２－１３

135

レストランスタッフ ＜レストランスタッフ＞
会員制リゾートホテルのレストランで
の配膳等のお仕事です。
未経験の方でも指導しますので、安心
して働くことができます。

パート労働者 交替制あり 株式会社　大倉
ザ　グラン　リゾート　エレガンテ熱海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

1,100円～1,200円

静岡県熱海市泉１７－２

134

客室清掃 ＜客室清掃＞
ホテル客室の清掃のお仕事です。
会員制リゾートホテルでのお仕事なの
で安心して働くことができます。
未経験の方でも丁寧に指導します。

パート労働者 交替制あり 株式会社　大倉
ザ　グラン　リゾート　エレガンテ熱海雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時00

時給 (2)10時00分～19時15 調理師免許、調理、
レストランでの経験1,080円～1,120円

又は6時30分～19時15

静岡県熱海市泉１７－２

133

食堂ホール担当 介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」内食堂においてご入居者に対する食事の配下膳。　　　　　　　　　　　　　　　　主な仕事は、食事の配下膳、食後のお茶出し等です。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～14時45分

時給 (2)10時00分～19時15 調理師免許、調理、
レストランでの経験1,080円～1,120円

又は6時30分～19時15

静岡県熱海市泉１７－２

132

食堂ホール担当 介護付有料老人ホーム「ネオ・サミット湯河原」内食堂においてご入居者に対する食事の配下膳。　　　　　　　　　　　　　　　　主な仕事は、食事の配下膳、食後のお茶出し等です。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～14時45分

時給 簡単なパソコン操作
が出来る方1,100円～1,100円131

お風呂受付 介護付有料老人ホームネオ・サミット湯河原内の大・小浴場の受付のお仕事です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入浴、退浴をするご入居者の氏名等を記録します。　　　　　　　３０分おきに大・小浴場への巡回（湯温、脱衣所や室温の確認）を行います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０分の夕食休憩、２１時に浴場の点検、消灯、施錠で勤務終了となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初心者でも安心して業務に就くことが可能です。パート労働者 交替制あり 大和ハウスライフサポート　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時50分～21時10
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 075-754-7264 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: 26010- 4576531 各種保険： 雇用・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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 27010- 7993631 各種保険： 労災 月平均 10時間

     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： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 27010- 7995131 各種保険： 労災 月平均 10時間

     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： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 27010- 7997831 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市小嵐町４－１２
海風テラスあたみ

時給

1,000円～1,200円

静岡県熱海市小嵐町４－１２
海風テラスあたみ

147

客室清掃（熱海市小
嵐町）

宿泊施設の清掃業務として客室清掃、
ベッドメイク、浴場清掃を担当いただ
きます。

初心者歓迎します。

＊急募＊

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)9時30分～14時00分

時給 (2)17時00分～20時30

1,000円～1,200円

静岡県熱海市小嵐町４－１２
海風テラスあたみ

146

レストランサービス
（熱海市小嵐町）

宿泊されるお客様へ朝食や夕食をレス
トランで配膳サービスするお仕事で
す。
予約時にお料理コースも決めて頂いて
おりますので、当日にオーダーでバタ
バタすることもなく、落ち着いて働い
て頂けます。

パート労働者 交替制あり 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)7時30分～10時30分

時給 調理や調理補助

1,000円～1,200円

静岡県熱海市田原本町５－６
『熱海せんべい店』

145

調理補助（熱海市小
嵐町）

レストラン調理補助を担当をいただき
ます。
料理の調理や盛付け、調理器具や食器
類の洗浄、食材の管理等をするお仕事
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）(1)9時30分～13時30分

時給

1,050円～1,050円144

販売員（せんべい・
熱海店）

観光地・熱海にあるおせんべい、おか
きの専門店です。
お土産用から食べ歩き用まで多種多様
のおせんべいやおかきを用意していま
す。昔ながらの製法にこだわったせん
べいは多くのお客様に好評をいただい
ています。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　寺子屋　東日本
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分
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