
【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 03-3297-3974 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月水木金土日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-28416531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3255-5011 従業員数 1人

年　　齢: 不問 休　　日： 木日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-34904531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 0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: 13010-28854531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3544-0351 従業員数 5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: 13010-28906131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-30009731 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-28871731 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-28876031 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-28886231 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-28904631 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 49人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-28949831 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 050-3665-9236 従業員数 49人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 13010-28952331 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-3505-3020 従業員数 7人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-38478831 各種保険： 雇用・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

静岡県熱海市泉２３１－３６
「けあビジョンホーム熱海」

2

マンション清掃員／
熱海

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

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

時給 (2)8時30分～17時30分

944円～944円 (3)10時00分～19時00

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

介護職員（けあビ
ジョンホーム熱海）

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

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

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

月給

1,149円～1,149円

静岡県熱海市西山町２０－６　秀和熱海西山レジデンス

3

マンション管理員／
静岡県熱海市

急募（欠員募集）

簡易受付
共用部簡易清掃
巡回
管球類交換
掲示板整理等

パート労働者 株式会社　サニーライフ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

1,300円～1,300円

静岡県熱海市東海岸町１３－９３
リゾーピア熱海

5

調理師／静岡県熱海
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）

時給 調理経験者

1,600円～1,800円
又は7時00分～16時00

静岡県熱海市小嵐町

4

調理師／静岡県熱海
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）

時給

960円～1,250円
又は8時00分～18時00

静岡県熱海市東海岸町１３－９３
リゾーピア熱海

6

ホテルの車両スタッ
フ／静岡県熱海市／
経験者優遇

【仕事内容】

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


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

時給 調理経験者

1,500円～1,700円
又は7時30分～14時30

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

8

ホテルの洗い場ス
タッフ／静岡県熱海
市／土日

【仕事内容】あたみ／大江戸温泉物語

・レストランや調理場で使用する食器
等の洗浄
・洗い場の清掃
・整理整頓


パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時30分

時給 (2)17時30分～21時30

950円～1,100円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

7

ホテルの洗い場ス
タッフ／静岡県熱海
市／平日

【仕事内容】あたみ／大江戸温泉物語

・レストランや調理場で使用する食器
等の洗浄
・洗い場の清掃
・整理整頓


パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～11時30分

時給 (2)15時00分～21時00

944円～1,200円 (3)9時00分～18時00分

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

9

ホテルのフロントス
タッフ／静岡県熱海
市／未経験歓迎

【仕事内容】あたみ／大江戸温泉物語

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

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時00分～21時00

時給 (2)17時30分～21時30

950円～1,100円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

11

ホテルのバイキング
調理スタッフ／静岡
県熱海市／未経験歓
迎

【仕事内容】バイキングレストラン

・夕食バイキングの調理、仕込み
・清掃など

まずは、盛り付けや簡単な調理からス
タートし、

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）

時給 (2)7時30分～22時00分

960円～1,250円 (3)17時00分～22時00

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

10

ホテルのレストラン
スタッフ／静岡県熱
海市／未経験歓迎

【仕事内容】あたみ／大江戸温泉物語

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

パート労働者 交替制あり 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～21時30分

時給

1,100円～1,200円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

12

ホテルのバイキング
調理スタッフ／静岡
県熱海市／未経験歓
迎

【仕事内容】バイキングレストラン

・和洋中のバイキング調理補助
・盛り付け
・ライブキッチンでの調理、接客
・朝食バイキングの仕込み作業など


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ヶ月以上）(1)16時00分～21時00

時給

1,200円～1,300円
又は11時00分～17時00

静岡県熱海市渚町２２－１０
リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅ
ａｎ

時給

1,100円～1,375円

静岡県熱海市咲見町８－３
大江戸温泉物語あたみ（当社施
設）

13

ナイトフロントス
タッフ（熱海Ｏｃｅ
ａｎ）

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

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)22時00分～7時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 03-3505-3020 従業員数 9人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-38480731 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-3505-3042 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13040-39324031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-3457-1271 従業員数 10人

年　　齢: 67歳以下 休　　日： 日祝 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: 13040-38722731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-6756-0186 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 木金土 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13070-16601931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3314-6651 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 あり

求人番号: 13080-27693931 各種保険： 雇用・労災 月平均 4時間

     TEL: 03-3354-7811 従業員数 6人

年　　齢: 不問 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

求人番号: 13080-24365731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12874131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12876831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12878531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12879431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12882131 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 ８トン限定中型自動
車免許

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12883031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12916431 各種保険： 労災 月平均 

14

ナイトフロントス
タッフ（熱海シーフ
ロント）

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

パート労働者 株式会社　リブ・マックス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)22時00分～8時00分

時給

1,500円～1,500円
又は5時00分～23時00

静岡県熱海市渚町１４－１２
リブマックスリゾート熱海シーフ
ロント

15

調理スタッフ／熱海
シーフロント

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

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

時給

1,100円～1,375円

静岡県熱海市西山町１９－６
　当社　あたみ・パンダの森ほい
くえん

17

通勤マンション管理
員／熱海市／週４日
１５：００まで勤務

未経験者大歓迎　　※マンション管理
員の業務※
１．清掃業務（建物内・外、温泉施設
／浴室・脱衣所等、
　　ごみ置場の整理・清掃、植栽管理
等）
２．巡回・点検業務（建物・共用設備

パート労働者 株式会社東急コミュニティー　人事部アメニティーメイト採用課
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)9時00分～15時00分 保育士としての現場
経験1,150円～1,270円 (3)16時00分～19時00

静岡県熱海市渚町１４－１２
「スパリゾートリブマックス」内
レストラン（当社店舗）

16

保育士 小規模保育事業Ｂ型の保育園にて、保育士としての業務全般にあたっていただきます。パート労働者 交替制あり 保育科もしくは保育
士資格を取得できる
学科

株式会社５１　Ｄｒｅａｍｓ’Ｃоｍｐａｎｙ
雇用期間の定めなし (1)7時00分～10時00分

時給

950円～1,070円
又は6時30分～22時00

静岡県熱海市清水町３－２３

18

立食そば店の調理・
販売／熱海

・熱海駅構内伊東線ホームの「爽亭熱
海店（そば・うどん）」での　調理、
販売のお仕事です。
・お客様のオーダー品の調理／提供／
片付け。
・食券販売機にて食券は販売しますの
で、会計業務はありません。（食券販

パート労働者 交替制あり 株式会社　ジャパン・トラベル・サーヴィス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～13時00分

時給

1,080円～1,080円

静岡県熱海市伊豆山七尾原１１７
３－４８７
日本経済新聞社健康保険組合　伊
豆山保養所

20

【短期募集】フロン
ト・予約／熱海金城
館

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

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

時給 (2)15時00分～19時00 宿泊施設での調理経
験1,600円～1,750円

静岡県熱海市田原本町１１－１「爽亭熱海店」（当社店舗）

19

【急募】和食調理／
熱海市伊豆山

◎最大４６名収容の宿泊施設での和食
メインの調理業務です。
　・食材の発注、仕入れ作業
　・食材の仕込み、調理作業
　・料理の盛付け
　・調理器具、食器などの洗浄
　・厨房内の清掃、片付け

パート労働者 交替制あり 東京ケータリング　株式会社
雇用期間の定めなし (1)6時00分～10時00分

時給

1,300円～1,300円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

21

【短期募集】ナイト
フロント／熱海金城
館

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
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ヶ月未満）

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

23

【短期募集】洗い場
／熱海金城館

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

22

【短期募集】配膳・
下膳／熱海金城館

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

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

時給

1,200円～1,300円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

24

【短期募集】清掃／
熱海金城館

・シーツやタオル類の交換や回収
・浴室や洗面台等の拭き上げ
・掃除機かけ
・アメニティ用品の補充等
一人ですべてを仕上げるのではなく、
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ヶ月未満）(1)9時00分～15時00分

時給 (2)18時00分～23時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

26

【短期募集】フロン
ト・予約／熱海
ニューフジヤホテル

・チェックイン、チェックアウトの手
続き、精算業務
・電話やインターネットを中心とした
宿泊予約の対応等
先輩がゼロから丁寧に教えますので、
未経験の方も安心してご応募いただけ
ます。

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

時給

1,200円～1,300円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

25

【短期募集】車両ス
タッフ／熱海金城館

ホテルと駅までのマイクロバスでの送
迎
駐車場でのご案内・誘導などの業務全
般
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。
お客様に対する接客業務になります。

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ヶ月未満）

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～21時00
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12919631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12920031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12922231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9473831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9476431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9477731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9479631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9481831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9483531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9487631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 79人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9491231 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9640831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9642531 各種保険： 労災 月平均 

時給

1,300円～1,300円
又は20時00分～9時00

27

【短期募集】ナイト
フロント／熱海
ニューフジヤホテル

・お客様対応
・内線電話対応
・夜間の館内巡回
・大浴場のチェック等
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ヶ月未満）

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

29

【短期募集】調理補
助／熱海ニューフジ
ヤホテル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,800円～1,800円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

28

【短期募集】調理／
熱海ニューフジヤホ
テル

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

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

時給

1,100円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

30

ホテルのフロント・
予約スタッフ／熱海
金城館

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

32

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／熱海金城館

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

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

時給

1,200円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

31

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／熱海
金城館

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

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

時給

950円～950円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

33

ホテルの客室清掃ス
タッフ／熱海金城館

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

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

時給 (2)15時00分～23時00

1,100円～1,500円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

35

ホテルの調理スタッ
フ／熱海金城館

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

950円～950円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

34

ホテルの洗い場ス
タッフ／熱海金城館

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～11時00分

時給 (2)15時00分～22時00

950円～950円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

36

ホテルの調理補助ス
タッフ／熱海金城館

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

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

時給 (2)15時00分～22時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,200円

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

38

ホテルのフロント・
予約スタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

時給

1,200円～1,500円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市昭和町１０－３３
（熱海金城館）

37

ホテルの施設管理ス
タッフ／熱海金城館

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

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

時給

1,200円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

39

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

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

時給

1,100円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9643431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9646631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9648131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9649031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9650531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9651431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9652731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9653331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9654631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9656131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 159人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9657031 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 46人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9658831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9659231 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

41

ホテルの客室清掃ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

時給 (2)16時30分～21時00

1,100円～1,500円40

バイキングレストラ
ンスタッフ／熱海
ニューフジヤホテル

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

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

時給 (2)18時00分～22時00

950円～1,000円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

42

ホテルの洗い場ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～12時00分

時給

950円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

44

ホテルの調理スタッ
フ／熱海ニューフジ
ヤホテル

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

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

時給

1,100円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

43

ホテルのフロント・
予約スタッフ／アタ
ミシーズンホテル

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

時給

1,200円～1,200円
又は20時00分～9時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

45

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／アタ
ミシーズンホテル

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

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

時給 (2)16時00分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,500円

（１）〒４１３－００１３　静岡
県熱海市銀座町１－１６
（２）〒４１３－００２３　静岡
県熱海市和田浜南町３－９

47

バイキングレストラ
ンスタッフ／アタミ
シーズンホテル

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

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

時給

1,200円～1,500円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

46

ホテルの宴会スタッ
フ／熱海ニューフジ
ヤ／大野屋／金城館

弊社は東日本を中心に約５０館の温泉
ホテルを展開しております。
今回は熱海市にある熱海ニューフジヤ
ホテル、ホテル大野屋、熱海金城館の
３館合同で、宴会スタッフを募集して
おります。
各ホテルの宴会場で接待全般のお仕事

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)15時00分～21時00

時給 (2)16時00分～20時00

950円～1,050円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

48

ホテルの調理補助ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

時給 (2)16時30分～22時00

1,000円～1,100円

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

50

ホテルの施設管理ス
タッフ／熱海ニュー
フジヤホテル

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

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

時給

950円～1,000円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

49

ホテルの客室清掃ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

950円～950円

静岡県熱海市銀座町１－１６
（熱海ニューフジヤホテル）

51

ホテルの洗い場ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

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

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

時給

1,000円～1,600円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

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

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

52

ホテルの調理スタッ
フ／アタミシーズン
ホテル

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

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊東園ホテルズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～11時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9662631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9665031 各種保険： 労災 月平均 第一種電気工事士

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9761031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9764531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9769931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9777131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9780431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9782331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090- 9783631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 95人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 １級ボイラー技士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし ２級ボイラー技士

求人番号: 13090- 9785131 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 46人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-10142031 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- 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 

53

ホテルの調理補助ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

54

ホテルの施設管理ス
タッフ／アタミシー
ズンホテル

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

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

時給 (2)15時00分～21時00

950円～950円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

56

ホテルのナイトフロ
ントスタッフ／ホテ
ル大野屋

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

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

時給

1,100円～1,200円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

55

ホテルのフロント・
予約スタッフ／ホテ
ル大野屋

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

時給 (2)16時00分～22時00

1,100円～1,500円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

57

ホテルのバイキング
レストランスタッフ
／ホテル大野屋

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

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

時給

1,200円～1,200円
又は20時00分～8時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

59

ホテルの洗い場ス
タッフ／ホテル大野
屋

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

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

時給

950円～1,100円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

58

ホテルの客室清掃ス
タッフ／ホテル大野
屋

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

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

時給 (2)15時00分～20時00 和食ｏｒ洋食の調理
経験がある方1,200円～1,500円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

60

ホテルの調理スタッ
フ／ホテル大野屋

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

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

時給 (2)18時00分～23時00

950円～1,100円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

62

ホテルの施設管理ス
タッフ／ホテル大野
屋

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

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

時給 (2)15時00分～20時00

950円～1,100円

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

61

ホテルの調理補助ス
タッフ／ホテル大野
屋

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

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

時給

1,000円～1,000円
又は8時00分～20時00

静岡県熱海市和田浜南町３－９
（ホテル大野屋）

63

予約スタッフ／アタ
ミシーズンホテル

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

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

時給

1,200円～1,500円
又は8時00分～19時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

65

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

1,100円～1,100円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市咲見町６－１
（アタミシーズンホテル）

64

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）

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～1,200円
又は20時00分～9時00
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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 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

     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: 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

時給 (2)16時30分～21時00

1,000円～1,000円66

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

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

68

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）

67

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）

69

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）

71

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）

70

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

1,100円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市和田浜南町７番地２
号
（ウオミサキホテル）

72

ホテルのフロント・
予約スタッフ／伊東
園ホテル熱海館

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

時給

1,200円～1,300円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町４－１６
（伊東園ホテル熱海館）

74

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）

73

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 (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）

75

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 (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）

77

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）

76

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

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）

78

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）
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 0422-37-5218 従業員数 22人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 9607131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13170- 9637731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 理学療法士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 作業療法士

求人番号: 14010-15968831 各種保険： 労災 月平均 言語聴覚士

     TEL: 045-520-1300 従業員数 11人

年　　齢: 65歳以下 休　　日： 日祝他 その他の福祉・介護
関係資格

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 14010-15971331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 0465-22-4307 従業員数 52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: 14070- 1525931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-62-6262 従業員数 2人

年　　齢: 不問 休　　日： 月金 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 14070- 1295231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 046-259-6851 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: 14100- 3448431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0463-78-4902 従業員数 5人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 日祝他 薬剤師 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: 14110- 1470931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-74-4511 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: 14160- 1676331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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- 8722931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-204-4000 従業員数 6人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22010- 8468231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-266-3216 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 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

静岡県熱海市下多賀字風越５５６
「ガスト　網代」

80

朝清掃（ジョナサン
熱海サンビーチ店）

◎店舗全体の清掃作業全般を担当して
いただきます（２時間程度）

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

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

時給

944円～944円79

朝清掃（ガスト　網
代）

◎店舗全体の清掃作業全般を担当して
いただきます（２時間程度）

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

パート労働者 株式会社　すかいらーくレストランツ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)7時00分～8時30分

時給

1,250円～1,250円
又は9時00分～18時00

静岡県熱海市渚町２－５
「ジョナサン　熱海サンビーチ
店」

81

専門的支援スタッフ
【熱海ひかり】

・障がいをお持ちの児童の成長を支援
するお仕事です

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

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

時給

990円～1,040円

静岡県熱海市清水町１８－３
熱海ひかり（当法人施設）

83

施設警備員（熱海
市）＊未経験者歓迎
＊

○保養所の巡回業務　○日報の作成
○緊急時対応

パート労働者 箱根登山トータルサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時00分～7時00分

時給 実務経験５年（下記
免状未取得者は１０
年）以上あり、

1,600円～1,600円
又は9時00分～19時00

静岡県熱海市清水町１８－３
熱海ひかり（当法人施設）

82

児童発達支援管理責
任者【熱海ひかり】

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

・放課後や土曜日、学校休業日におい
て子供たちが安全に

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

時給 (2)10時00分～14時00

2,210円～2,500円

静岡県熱海市咲見町

84

清掃（後楽園ホテ
ル）

○施設内の浴場清掃及び水質検査（薬
品による洗浄など）
○ホテル敷地内の植木の植栽作業（水
やり、雑草刈り）
＊３人１組で作業を行います。

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

その他

1,000円～1,000円

静岡県熱海市泉中沢２２５
保養所「悠楽館」

86

薬剤師（パート）
【熱海店】

※処方せんに基づく保険調剤及び医薬
品の販売。
＊週１日からの勤務も可です。＊午前
中のみ午後のみでも可です。
＊前職給与考慮の上、優遇致します。
＊未経験の方も、一から丁寧に指導し
ます。

パート労働者 大学（薬学部）卒以
上

有限会社　今木薬局
雇用期間の定めなし (1)9時00分～13時00分

時給 (2)17時00分～20時00

1,090円～1,130円

静岡県熱海市和田浜南町１０－１
「後楽園ホテル」

85

（請）洗い場、配
膳、接客（パート）

お食事の配膳、片付け、洗い物または
接客


　　　　　（請負業務）

パート労働者 株式会社　レストアンドヘルス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時00分

時給 ※レジ操作・電子マ
ネー操作経験のある
方歓迎

1,040円～1,040円
又は8時00分～20時30

静岡県熱海市清水町１－１５
有限会社　今木薬局　熱海店

87

鯵の唐揚げの製造・
販売／熱海市田原本
町【小田原吉匠】

●小田原吉匠（おだわらきっしょう）
の店舗で、鯵の唐揚げの販売
　調理のお仕事です。対面販売での接
客、パック詰め、レジ操作等
　※調理等、丁寧に研修します。未経
験の方もご安心ください。
　※フライヤーでの調理です。包丁は

パート労働者 交替制あり 小田原まるさ株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)14時00分～17時30

2,100円～3,000円
又は9時00分～18時30

静岡県熱海市和田浜南町４－３９

マリンスパ熱海

89

（請）マンション清
掃員／熱海市伊豆山

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

※シフト制・週２日～３日で応相談

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

時給 (2)14時30分～19時30

1,000円～1,100円 (3)14時30分～21時30

静岡県熱海市田原本町１１－１
ラスカ熱海１階
小田原吉匠　ラスカ熱海店

88

レストラン／熱海市 施設内のレストランでのお仕事です。

・お客様へのオーダー取り、料理の提
供、片付けなどの接客サービ

　ス
・簡単な調理補助

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

1,615円～1,615円

静岡県熱海市伊豆山２６２－２４
ヴィンテージ熱海桃山

90

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

1,000円～1,000円

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

91

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

7/12



【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 055-924-5218 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: 055-963-4556 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 火水金他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 2764231 各種保険： 労災 月平均 

     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- 1874931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 054-335-4854 従業員数 25人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22040- 2204731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 20時間

     TEL: 054-335-4854 従業員数 25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 あり

求人番号: 22040- 2206631 各種保険： 雇用・労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-47-0028 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  769631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-67-0413 従業員数 8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: 22050- 2329331 各種保険： 雇用・労災 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- 2304631 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2306131 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-81-0241 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1846831 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-68-5056 従業員数 16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 あり

求人番号: 22050- 2332831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-85-2810 従業員数 17人

年　　齢: 74歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2574831 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- 1920731 各種保険： 雇用・労災 月平均 

92

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

時給 調理経験

950円～1,000円

静岡県熱海市泉４１５－１６９
グループホームのどかの家熱海

93

調理サポート 農薬不使用栽培の野菜や食材の美味しさを楽しめるカフェにて素材の味を活かしたお料理を提供して頂きます。パート労働者 株式会社　ＲＥＦＳ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時30分

時給

1,100円～1,330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

95

ホールスタッフ／熱
海市相の原町

（請負業務）
○高齢者用マンション内食堂のホール
スタッフ
　お客様がオーダーされたお食事をお
席まで運ぶお仕事。
　その他管理業務


パート労働者 交替制あり 一冨士フードサービス株式会社　　静岡営業
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)15時00分～19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

静岡県熱海市咲見町７－２９
ＲＥＦＳ熱海

94

海光園／特別養護老
人ホームでの調理補
助

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

未経験でも丁寧に指導します。


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

時給 (2)6時00分～13時00分 調理補助経験、調理
師免許1,000円～1,100円

静岡県熱海市相の原町３－１
中銀ライフケア梅園台１６号館

96

調理補助／熱海市相
の原町

（請負業務）
高齢者用マンション内食堂の栄養士
・高齢者マンション食堂での調理補助
業務（仕込、切り込み等）

＊求人内容について不明な点がありま
したら、電話連絡時もしくは　面接時

パート労働者 交替制あり 一冨士フードサービス株式会社　　静岡営業
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)6時00分～12時00分 ・ホールスタッフ

1,000円～1,100円
又は15時00分～19時30

静岡県熱海市田原本町１１－１
熱海駅ビル「ラスカ熱海」３Ｆ
　伊豆中　ばんばん食堂　熱海店

98

職業指導員 障害者の日中活動の就労支援、その他
生活支援全般

パート労働者 ＮＰＯ法人　熱海ふれあい作業所
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 (2)17時00分～21時30

1,000円～1,200円
又は8時00分～21時00

静岡県熱海市相の原町３－１
中銀ライフケア梅園台１６号館

97

和食飲食店の洗い場
と調理補助のお仕事
【熱海市】

熱海駅ビル「ラスカ熱海」３Ｆの和食
の食事処
『伊豆中　ばんばん食堂　熱海店』で
の接客業務です。
お店は熱海駅ビル内ですので、観光で
お越しのお客様や近隣にお住
まいのお客様など様々です。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　伊豆中
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市網代５２９－８４

99

送迎ドライバー 市内の送迎（１０名乗りの普通免許で
運転出来る車です）
お客様の車の移動


高齢者の方も元気に働いている職場で
す

パート労働者 交替制あり 山の上ホテル≪有限会社　飯塚商事≫
雇用期間の定めなし (1)15時00分～18時30

時給

1,000円～1,050円
又は9時00分～15時00

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

101

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)15時00分～21時00

1,200円～1,200円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

100

接客係 お部屋までのご案内
客室での食事の配膳・片付け
お見送り
客室準備
その他雑務

家庭的な小規模旅館で高齢者の方も元

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)7時30分～13時00分

時給 消防設備会社等での
事務経験あれば尚
可。

1,100円～1,200円

静岡県熱海市紅葉ガ丘町７－６

102

アシスタント（事
務）

消防設備会社でのアシスタント（事
務）です。
日々点検工事があるので、設備士から
受けた情報をもとに報告書を作成する
お仕事がメイン。他、資材発注、受取
確認、点検工事の日程調整もお願いし
ます。

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

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市伊豆山８２４ー５
東急ハーヴェストクラブ

104

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

950円～1,100円

静岡県熱海市網代１３０－１

103

（請）ホテル日常清
掃

ホテル共用部、浴場清掃、各所分担し
て作業します。

熱海駅まで送迎バスを運行しています
ので、通勤に便利です。

週２日から５日の勤務可能です。

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

静岡県熱海市田原本町３－６

時給

1,100円～1,200円
又は9時30分～21時00
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 055-975-1315 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: 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 

     TEL: 0557-81-7101 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2027531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2028431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-7101 従業員数 18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 あり

求人番号: 22050- 2029731 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-81-7101 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2030931 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-83-2463 従業員数 7人

年　　齢: 不問 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 ホームヘルパー２級

求人番号: 22050- 2004331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-9171 従業員数 700人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 1710331 各種保険： 労災・財形 月平均 

     TEL: 0557-86-2038 従業員数 27人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2483331 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0557-81-6112 従業員数 85人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 1972931 各種保険： 労災 月平均 5時間

     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-  686431 各種保険： 雇用・労災 月平均 

時給

1,100円～1,200円
又は9時30分～20時00

105

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

静岡県熱海市田原本町７－１

107

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

パート労働者 株式会社　北海物産
雇用期間の定めなし (1)16時00分～20時30

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

106

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

944円～944円
又は9時00分～23時00

静岡県熱海市田原本町３－６

108

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 (2)17時00分～20時30

1,200円～1,200円

静岡県熱海市網代５９１－８９　ベルビュー南熱海

110

（請）病院内日常清
掃

病院内における廊下、階段、診察室、病室、食堂、トイレ洗面などの日常清掃になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初心者の方でも現場にてスタッフの指導の下、出来るようになりますので、ご安心ください。パート労働者 交替制あり 株式会社　アイビックス
雇用期間の定めなし (1)6時00分～16時00分

時給 ホテル、旅館等で一
通り客室清掃を経験
していると、比較的

945円～1,000円

静岡県熱海市昭和町２０－５

109

（請）保養所客室清
掃

保養所における客室清掃のお仕事で
す。
・ベッドメイク
・水周り清掃（トイレ・洗面等）
・掃除機掛け
・拭き上げ
・各種補充品のセット

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

時給 ホテル、旅館等で客
室清掃経験945円～1,000円

静岡県熱海市下多賀４７７

111

（請）旅館客室清掃
補助

旅館における客室清掃補助のお仕事に
なります。作業内容は主に
下記の内容になります。

・和布団シーツ入れ込み
・枕カバー（ピロ）の交換
・包布の交換

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

日給

1,000円～1,030円

静岡県熱海市田原本町２－１９

113

デイサービスの介護
職員

中島介護サービスセンターは静岡県東
部：熱海エリアにて高齢者
福祉事業を展開し、４つの事業所を運
営しています。
この求人のお仕事は、下記の業務を担
当していただきます。


パート労働者 有限会社　中島介護サービスセンター
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 ホテル、旅館等で客
室清掃経験945円～1,000円

静岡県熱海市田原本町２－１９

112

（請）旅館共用部清
掃

旅館における共用部清掃のお仕事にな
ります。作業内容は主に
下記の内容になります。

・共用トイレ清掃
・廊下、階段、ロビー等の清掃
・その他客室清掃補助作業

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

時給 医療事務業務経験

980円～980円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市福道町３－３

114

医療事務（事務職
員・事務クラーク）

受付、算定、レセプト（電子カル
テ）、外来・病棟での
クラーク業務など。

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

時給

1,000円～1,000円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市和田浜南町５－８ホテルサンミ倶楽部内

116

客室清掃・ハウス
キーピング

１．ホテルミクラスの客室清掃とベッ
ドメイキングなどの清掃業務　　全般
　　２～３名で各フロアを清掃いたし
ます。　　　　　　　　　　　　モク
モクとこなす仕事です。
２．温泉等の共有スペースの清掃
　

パート労働者 交替制あり オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ホテルミクラス・大月ホテル和風館

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～15時00分

時給 (2)18時00分～22時00

1,000円～1,000円

静岡県熱海市東海岸町１３－１

115

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

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

時給 (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

静岡県熱海市東海岸町３－１９　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルミクラス

117

客室清掃【熱海地
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 (2)17時00分～22時00

1,100円～1,200円

静岡県熱海市
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 0465-64-1138 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2533531 各種保険： 雇用・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 あり

求人番号: 22050- 2441631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-83-6711 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 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- 2231331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-1193 従業員数 4人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2545331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-2255 従業員数 6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- 2381831 各種保険： 労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-54-1100 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  787931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-947-1844 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2234131 各種保険： 労災 月平均 4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: 0557-52-6865 従業員数 0人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  807331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2490731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-55-7008 従業員数 15人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2491331 各種保険： 労災 月平均 

静岡県熱海市泉１２５－４

119

調理補助 お客様に提供するお食事の調理補助・
盛り付け
食材・食器管理

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)6時00分～10時30分

時給 (2)9時00分～17時00分

1,000円～1,100円
又は6時00分～17時00

118

配送 湯河原方面、熱海方面、横浜方面に、温泉水を４トン車両で配送します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配送前に温泉水を４トン車両へ入れたり、配送後に温泉水を４トン車両へ入れる作業もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　特に重い物を持ったりすることはありません。パート労働者 交替制あり 株式会社　スパヘルス
雇用期間の定めなし (1)8時00分～16時00分

時給

1,200円～1,200円
又は8時30分～12時30

静岡県熱海市下多賀　６６０

120

食料・飲料等卸売業 ※パソコンの入力に伴う、納品伝票の
作成
※商品の仕分け、在庫整理等
※伝票整理、集計等




パート労働者 ワタナベ食品　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～11時30分

時給 (2)15時00分～18時30

944円～1,000円

静岡県熱海市田原本町８－９

122

送迎運転 デイサービス利用者様の
送り、迎えの車の運転

パート労働者 交替制あり 株式会社　アジア
雇用期間の定めなし (1)8時00分～9時30分

時給

1,100円～1,300円
又は9時30分～17時00

静岡県熱海市昭和町９－１０

121

一般事務 ○事務
　・Ｗｅｂサイトへの物件情報の入力
（雛形あり）
　・その他事務

　・来客の一次対応受付
　・問い合わせ電話対応等

パート労働者 アタミリゾートナビ株式会社
雇用期間の定めなし

時給

945円～970円
又は8時30分～20時15

静岡県熱海市青葉町２６番１１号

123

売店販売員【豆州や
まきち】（ラスカ熱
海内）

熱海駅ビル・ラスカ内店舗『豆州やま
きち』において、土産品などの販売を
行う仕事です。
○商品の陳列
○接客応対、レジ対応、包装、等
○店舗の整理整頓、清掃、等


パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急コミュニティー
観光事業部　伊豆急物産雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)16時30分～17時30

1,350円～1,500円

静岡県熱海市網代５９１－１０２

125

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

1,200円～1,250円

静岡県熱海市田原本町１３１番地
の１
「ラスカ熱海」内２Ｆ　『豆州や
まきち』

124

（請）旅館客室・共
用部清掃スタッフ／
熱海市網代／高級旅
館

旅館客室・共用部清掃スタッフ大募
集！

主な仕事内容は、

・ベッドメイク
・布団敷き、上げ、収納

パート労働者 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～14時30

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

126

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

1,000円～1,100円
又は15時00分～21時00

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

128

飲食店　ホール、
キッチンスタッフ
【熱海】

新規オープンする飲食店でのお仕事で
す。
【ホール】
・お客様のご案内
・テーブルセット
・オーダー
・配膳、片付け

パート労働者 交替制あり 大翔水産　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

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

127

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

1,100円～1,200円

静岡県熱海市渚町１５－１

129

客室清掃 チェックアウトされた客室の清掃業務
となります。　　　　　　　ご利用に
なられたお部屋を元の状態に戻し、新
たにご宿泊されるお客様に快適にくつ
ろいでいただくのが主な業務となりま
す。
具体的には客室内の掃除機かけ、浴

パート労働者 交替制あり イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)15時00分～20時30 ホールスタッフ、
キッチンなどでの勤
務経験のある方

1,100円～1,300円
又は10時00分～20時30

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

時給

1,100円～1,200円
又は15時00分～22時00

静岡県熱海市上多賀１０２７－７９

130

朝食・ディナース
タッフ

朝食の準備、サービス、後片付けを行
い、レストランフロアの清掃等全般を
行って頂きます。

パート労働者 交替制あり イヴレスホスピタリティ合同会社　ＵＭＩＴＯ　ＶＯＹＡＧＥ　ＡＴＡＭＩ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～15時00分
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-55-9510 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: 055-991-1155 従業員数 5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- 2256731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-991-1155 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- 2258631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 450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- 2070731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木土日 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2083031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-84-2611 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2087431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-5191 従業員数 21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- 2561331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5191 従業員数 21人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2193631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-5191 従業員数 21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- 2063331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-6035 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2137931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0557-81-5181 従業員数 54人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2211231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 0557-83-5678 従業員数 8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- 2196031 各種保険： 雇用・労災 月平均 

131

ホール、洗い場、清
掃

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

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

時給 (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

132

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

静岡県熱海市熱海１７３９－３５
パサニアホテル棟２７階　石のや
熱海

134

（請）ホテルの客室
清掃

ベッドメイキング
床掃除機がけ
トイレ・洗面台の清掃
備品補充　　　　　　他

パート労働者 交替制あり 株式会社　エーワン　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時00

時給

1,100円～1,200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

133

（請）ホテルの客室
清掃

床掃除機がけ
トイレ・洗面台清掃
ベッドメイク他

パート労働者 交替制あり 株式会社　エーワン　静岡支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～15時00

時給 一般事務・人事事務
の経験者950円～950円

又は9時00分～17時00

静岡県熱海市桃山町１１－４４
レクトーレ熱海桃山

135

一般事務他 ・一般事務（パソコン入力等）
・庶務業務（備品管理等）
・人事事務（社会保険等の手続き）
・電話対応
・受付対応
・湯茶接待
・事務所等清掃

パート労働者 株式会社エム・オー・エー商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,100円～1,200円

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　１階

137

店舗販売業務 ・来店されたお客様への接客
・お買上いただく商品のレジ打ち
・野菜や果物等の袋詰めや値打ち
・商品の品出し
・電話注文を受けた商品の品揃え
・店内美化（清掃等）

パート労働者 株式会社エム・オー・エー商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～18時00

時給

950円～950円

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　７階

136

配達業務 ・お買上いただいた商品や電話注文で
受けた商品の配達
・配達商品の梱包（荷造り）
・商品代金の徴収
・配達終了後の片づけ等
・車内美化（清掃等）

パート労働者 株式会社エム・オー・エー商事
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)14時00分～17時30

時給

950円～1,100円
又は7時00分～21時00

静岡県熱海市田原本町９番１号　熱海第一ビル　１階

138

内務係 旅館内、客室及び庭等外回り清掃業
務。
布団の上げ下ろし業務。
お客様への夕食、朝食の料理運搬業
務。
その他、関連業務をお願いします。


パート労働者 株式会社　三平荘
雇用期間の定めなし

時給

950円～950円

静岡県熱海市水口町１－７

140

厨房洗い場兼調理補
助

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

パート労働者 株式会社　三平荘
雇用期間の定めなし

日給

1,000円～1,250円

静岡県熱海市水口町１－７

139

ナイトフロント 旅館ナイトフロント業務
フロントでの電話応対、ご案内他
施錠確認、セキュリティーの維持、
定期施設内巡回を行う。
その他、雑務等

＊＊＊急募＊＊＊

パート労働者 株式会社　三平荘
雇用期間の定めなし (1)19時00分～8時00分

時給

950円～950円
又は9時15分～17時15

静岡県熱海市水口町１－７

141

事務補助（会計年度
任用職員）

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

時給

950円～1,100円
又は7時00分～22時00

静岡県熱海市田原本町２－１９

143

かまぼこ等の土産物
の販売

かまぼこや干物等土産物の包装及びお
客様との接客に伴う商品説明や販売を
お願いします。

接客が好きな人大歓迎します。

土日のみ勤務の方も歓迎

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

時給

980円～1,200円

静岡県熱海市中央町１番１号

142

ホテル喫茶・売店 下記の業務を担当していただきます。
喫茶でお茶を出していただきます。
売店での販売を行っていただきます。
その他チェックイン、チェックアウト
際の補助業務を行っていただきます。

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社東海聚楽　熱海聚楽ホテル
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時30分

静岡県熱海市田原本町６－４

時給

1,050円～1,100円
又は9時00分～16時30
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【熱海地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行
No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 就業場所（空欄は所在地に同じ）

     TEL: 0557-82-2111 従業員数 14人

年　　齢: 59歳以下 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- 2357831 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-86-6339 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2364031 各種保険： 労災・健康 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: 0557-83-2797 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2567231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-81-2322 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2276031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-81-6206 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： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2492631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2582831 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 3人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2316831 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 4人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2299631 各種保険： 労災 月平均 20時間

     TEL: 055-971-6006 従業員数 2人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2300531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-86-0260 従業員数 16人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2224631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-80-2305 従業員数 126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- 1989631 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 

時給 キーボードでのＰＣ
入力1,100円～1,100円144

一般事務 ＰＣ（キーボード）での伝票入力、帳
票作成、見積り作成（ワード・エクセ
ル・会計ソフト使用）等、
ＰＣ関連雑務

電話対応、接客対応、その他雑務

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

静岡県熱海市中央町１番２６号

146

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

950円～1,000円
又は12時30分～15時30

静岡県熱海市渚町１７－４

145

介護予防体操スタッ
フ

熱海市内の公共施設などで、参加者の
前で体操の指導や、脳トレ、レクリ
エーションを行っていただきます。
また次回、どのような体操又はレクリ
エーションを行うか等の計画していた
だく仕事です。

パート労働者 社会福祉法人　熱海市社会福祉協議会
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時30分

時給

950円～1,000円

静岡県熱海市中央町１番２６号

147

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

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

時給 介護従事経験

1,200円～1,250円
又は8時30分～17時30

静岡県熱海市西熱海町１丁目２４－１

149

販売接客業務 熱海城受付にて入場チケットの販売、お客様の誘導、また売店にてレジ打ちなどを行っていただきます。　　　　　　　　　　　　　施設係がお休みの際にはトイレ掃除、ゴミ回収業務も行っていただきます。（トイレ掃除月に１回から２回、ゴミの回収１回）１日の流れは朝出勤しましたら各階の照明の電気、エアコンの電源を入れていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その後入口の掃除、受付、売店のレジ準備をし業務開始となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その後休憩、食事をはさみ受付は１６時３０分からレジを締め、その後売店のレジ締めを行います。電気の消灯を行います。平日は３人から４名で業務を行っていただき最繁忙期には５名にて業務を行っていただきます。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　アブロード
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 フロントの経験があ
れば尚可。1,180円～1,430円

静岡県熱海市昭和町２０－２０
熱海所記念病院

148

フロント・事務 有料老人ホームのフロント・事務のお
仕事です。
・フロントでの入居者対応
・入居者向けインフォメーション管理
・電話応対
・入居者への書留・宅配便受付
・入居者他より食事予約受付、ＰＣ入

パート労働者 社会福祉法人　黎明会　熱海ゆとりあの郷
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市熱海１９９３番地

150

【夜勤】熱海待機所
（機動員）

〇常に詰所に待機、ご契約先の会社・
工場の防犯センサー等の緊急　対応、
障害対応、保守点検等を行います。
　（社用車パトロールカー使用）

＊未経験者歓迎、経験者、資格保持者
優遇

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)21時00分～9時00分

時給

1,000円～1,100円

静岡県熱海市桃山町７－２

152

（請）警備員（熱海
駅前駐車場）

駐車場内管理
満車時の声掛け
逆走等禁止行為時声掛け

＊未経験者には丁寧に教えますので安
心してください

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～18時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県熱海市桃山町７－２

151

熱海待機所（機動
員）

〇常に詰所に待機、ご契約先の会社・
工場の防犯センサー等の緊急　対応、
障害対応、保守点検等を行います。
　（社用車パトロールカー使用）

＊未経験者歓迎、経験者、資格保持者
優遇

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～21時00分

時給

1,100円～1,100円

静岡県熱海市田原本町１３番地１

153

（請）駐車場巡回・
機器メンテナンス

原付バイクを使用しての熱海市市営駐
車場１１箇所の定期巡回警備（午前・
午後に１回見回り）
駐車場内での電話対応・機器メンテナ
ンス（発券機補充・レシート交換・お
札硬貨のつまり等の対応）


パート労働者 変形（1年単位） 鈴与セキュリティサービス株式会社　　三島支店
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)9時00分～17時00分

1,100円～1,100円

静岡県熱海市梅園町２８－１８

155

ホテル売店スタッフ リゾートホテルの売店で土産品を販売
する業務です。
　・お客様への商品販売対応
　・商品代のレジ操作
　・宅急便発送受付

パート労働者 交替制あり 東急リゾーツ＆ステイ株式会社
ハーヴェストクラブ熱海伊豆山雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)13時00分～22時00

日給

944円～944円

静岡県熱海市東海岸町１５－２
（熱海市営　各駐車場）

154

ナイトフロント フロントからの引継ぎ
電話対応（予約、変更、案内）
宿泊客からの内線対応（客室へのルー
ムサービス）

パート労働者 交替制あり ＷＡ亭　風こみち
雇用期間の定めなし (1)22時00分～7時00分

時給 家庭料理程度の経験

1,000円～1,200円

静岡県熱海市伊豆山８２４－５

156

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 (2)17時00分～22時00

1,000円～1,000円 (3)18時00分～22時00

静岡県熱海市咲見町５－２０
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