
【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年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: 055-977-8722 従業員数 17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 なし

求人番号: 22050- 2385731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0550-88-8200 従業員数 2人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 火他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22031- 1206431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-987-1616 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2365831 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 055-977-3535 従業員数 11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- 2366231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-977-5319 従業員数 13人

年　　齢: 59歳以下 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- 2402131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0834-61-1661 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 フォークリフト運転
技能者

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: 35070- 2045631 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 06-6539-0211 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 27030-10032031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 054-261-2000 従業員数 21人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 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: 22010- 8607331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 5時間

     TEL: 054-275-5011 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 あり

求人番号: 22010- 8743531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 055-931-4191 従業員数 45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: 22030- 3428531 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 055-988-2655 従業員数 7人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2572131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-991-0109 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2467631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-983-5400 従業員数 81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: 22050- 2509531 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市中央町３－３７

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～18時00

静岡県三島市一番町１７番１号

13

フロア・キッチンス
タッフ

【キッチン】
・お寿司や軍艦・巻き物などの作成
・炊飯・汁物・揚げ物などの調理
・洗い場
・衛生管理

パート労働者 交替制あり 株式会社　はま寿司　三島中央町店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,350円～1,500円

静岡県三島市梅名５７８

12

ホテル直営　レスト
ラン　スタッフ

富士山三島東急ホテル直営レストラン「炉」のホールスタッフとして、お客様に料理や飲物を提供（接客）するお仕事です。パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　富士山三島東急ホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時30分

時給 (2)8時00分～13時00分

944円～1,100円

静岡県三島市谷田２３８－１
　ポテト錦田店

11

（請）日常清掃 老人保健施設内での日常清掃（部屋、
廊下、フロアー）
入居者様のお部屋の清掃
ベッド周辺の清掃
トイレ（男女）拭き、清掃
掃除機掛け、ゴミ出し等

パート労働者 交替制あり 有限会社　エスアンドケイ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～11時20分

時給

950円～950円
又は9時30分～18時00

静岡県三島市南田町３－１３
　眼鏡市場　三島店

10

夕方レジさん　ポテ
ト錦田店

夕方からの店舗内レジでのお客様の接客応対・片付け等をお願いいたします。パート労働者 交替制あり 生鮮＆業務スーパー　マミー三園店
雇用期間の定めなし (1)17時00分～20時30

時給

1,128円～1,128円
又は10時00分～19時30

静岡県三島市南二日町２番豪
三島ふつかまち店

9

店舗スタッフ（パー
トタイム契約社員）
／三島市

◆眼鏡市場の販売は、お客様にしっか
り寄り添い、「見える」「聞こえる」
といった喜びを提供するお仕事です。
◆眼鏡＝ファッション、医療器具でも
あります。専門性があり一生の仕事に
できると共に、学んだ分成長や報酬に
つながります。

パート労働者 株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 日常的に自動車を運
転される方1,000円～1,000円

又は9時00分～18時00

静岡県三島市梅名３０８－３
コカ・コーラボトラーズジャパン
株式会社内
株式会社日東フルライン　三島営

8

サポートスタッフ／
三島市

点検、車検、修理の完成車の納車準備
（洗車・拭き上げ・清掃）と
納車・引き取りを担当していただきま
す。
洗車は基本洗車機で行います。

パート労働者 トヨタユナイテッド静岡　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

1,000円～1,000円
又は17時00分～21時00

静岡県三島市南二日町８番１号
横浜ゴム株式会社　三島工場内

7

倉庫内商品積込み作
業（三島営業所）

営業所に帰社した車両へ、翌日配送分
の商品を積込みして頂きます。１日４
～５台程度。
空いた時間では空缶やダンボールの片
付けなど支援業務も行って頂きます。
＊できることからお任せするので、未
経験の方でもご安心ください。

パート労働者 交替制あり 株式会社　日東フルライン
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

月給 フォークリフト作業
経験者1,395円～1,764円

静岡県三島市松本１４７－１

6

フォークリフト作
業、倉庫作業、検品
作業

・トラックで運ばれてきた合成ゴムの
荷下ろし作業（フォークリフト作業）
・合成ゴムの格納作業（フォークリフ
ト作業）
・合成ゴムの検品作業（簡単な入力作
業あり）
・合成ゴムの出荷準備作業（一部手荷

パート労働者 交替制あり 丸新運輸株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～10時20分

時給

1,000円～1,200円

静岡県三島市松本１４５－１

5

プレス作業・板金作
業

照明器具の部品加工で、簡単なプレス
作業、バリ取り、タップ立てなどを行
います。綺麗で明るい職場ですので、
どなたでも安心して働けます。

＊経験が無くても先輩社員が丁寧に指
導します。

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

時給

944円～1,100円

静岡県三島市萩２３５－１

4

倉庫管理 ・ダンボール梱包作業及び荷出し作業 パート労働者 三和紙器株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～12時00分

静岡県三島市一番町１２－１　Ｓ
Ｋビル２Ｆ　
　　鮨勝

3

現場作業員 　＜＜現場作業員の業務内容として＞
＞

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

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

時給

1,050円～1,250円
又は17時00分～22時00

1,000円～1,200円

就業場所（空欄は所在地に同じ）

1

営業事務員 ＜営業事務員業務は下記の通りです＞
・電話、来客対応
・パソコン（ワード、エクセル）で簡
単な文書や表を作成できる　　方を希
望します

パート労働者 株式会社　プライムホーム
雇用期間の定めなし (1)13時00分～18時00

日給

1,000円～1,500円

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

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

静岡県三島市長伏４４－５

2

ホール・調理補助
（三島市）

当社が運営する店舗（鮨勝）において
接客、調理補助、その他付随する業務
（食器洗い、店内清掃等）を行ってい
ただきます。


＊未経験者可能です。

パート労働者 ウィルグリーン株式会社
雇用期間の定めなし (1)17時00分～22時00

時給

1/14



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3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: 03-3315-7288 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： その他 時間外 なし

求人番号: 13080-28005631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-0222 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050- 2536331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-988-0826 従業員数 35人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2540831 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-973-0222 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050- 2468931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-971-1833 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 小学校教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050- 2262431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-1833 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2279531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-1075 従業員数 182人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 2588631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3031 従業員数 344人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 精神保健福祉士

求人番号: 22050- 2497231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-975-3031 従業員数 344人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 薬剤師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2499431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-972-8811 従業員数 10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- 2586731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-2381 従業員数 9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- 2473431 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-977-2811 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 栄養士

求人番号: 22050- 2577431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-5678 従業員数 7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- 2434931 各種保険： 労災 月平均 

静岡県三島市徳倉１－９－３

時給

950円～950円
又は7時00分～19時00

静岡県三島市梅名５５３番地の１

26

有料老人ホーム施設
職員（シフティーン
三島）

シフティーン三島において下記の業務
を担当していただきます。
・利用者様からのコール対応
・利用者様の受診付き添い、施設内清
掃
・レクリエーション活動等の提供
・厨房業務の補助

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シフト
雇用期間の定めなし

時給 給食調理経験あれば
尚可1,100円～1,100円

静岡県三島市東本町２－４－３０

25

調理員 園児（約１００名）の給食調理（昼
食・おやつ）
※３～４名で調理します。

パート労働者 社会福祉法人　揺籃会　三島ようらんこども園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時30分～16時30分

時給 医療事務の実務経験

1,050円～1,050円

静岡県三島市北田町４－１４

24

医院受付 ・来院者受付
・レセコン入力
・会計処理
・電話応対
・カルテ運び
・患者誘導
・その他付随する業務

パート労働者 関眼科胃腸科医院
雇用期間の定めなし (1)8時30分～12時00分

時給 電子カルテ処理経験
あれば尚良1,250円～1,400円

又は13時00分～19時00

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６

23

医療事務・病院受付 レセプト事務・病院受付業務　　　　　　　　　　　　　　　　　・窓口対応、電話対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・電子カルテ入力処理パート労働者 医療法人社団　久和会　川崎内科医院
雇用期間の定めなし (1)13時00分～19時00

時給

1,600円～1,600円

静岡県三島市谷田字藤久保２２７６

22

薬剤師 病院における薬剤師業務
・処方調剤
・注射調剤
・服薬指導　等

パート労働者 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時45分

時給 社会福祉士または精
神保健福祉士の勤務
経験

1,080円～1,080円

静岡県三島市幸原町２－３－１

21

医療社会事業専門員 病院における医療相談員業務
・入院相談
・退院支援　等

パート労働者 独立行政法人地域医療機能推進機構　三島総合病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給 内視鏡経験（採血が
できれば尚可）1,300円～1,800円

静岡県三島市一番町１５－３４
（３号館）
学校法人鈴木学園２階

20

人間ドック専属看護
師（准看護師）

人間ドック・来院健診・住民健診（５
月～１０月）

・受診者資料準備
・受診者案内
・血圧・採血・身長・体重測定・眼底
カメラ・眼圧・視力

パート労働者 医療法人社団　清風会　芹沢病院
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～13時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県三島市一番町１５－３４

19

学童保育の送迎ス
タッフ

・三島市・長泉町内の小学校（複数
校）から
　鈴木学園のキッズキャンパスまで
　小学校の終了時間に合わせてワゴン
タイプ（５～８人乗り）等
　の乗用車で送迎を行います。
・子ども好きの方なら大歓迎です。

パート労働者 変形（1年単位） 学校法人　鈴木学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)12時30分～16時30

時給 保育経験者

1,000円～1,100円
又は13時30分～18時45

静岡県三島市谷田５２４－１

18

学童保育スタッフ ・小学生の遊び・しつけ・学習指導な
ど（ピーク時３０名程度）を
　常勤の先生と一緒に行います。
・子ども好きの方なら大歓迎です。

パート労働者 学校法人　鈴木学園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 幼稚園教諭または保
育士の免許所有者優
遇。その他の教員免

1,000円～1,100円

静岡県三島市芙蓉台２丁目２番１号

17

幼稚園補助教諭 幼稚園の年少組の保育補助をしていた
だきます。勤務時間は８：３０から１
４：００です。幼稚園の保育がある時
は月～金までの勤務になります。長期
休み中はお休みして頂けますので、学
童期のお子様がいて、夏休みや冬休み
などはお子様と過ごしたい方に向いて

パート労働者 学校法人　篠木学園　桜ケ丘幼稚園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～14時00分

時給 (2)13時30分～16時00 送迎バスの経験

2,000円～2,000円

静岡県三島市谷田５２４－１

16

送迎バス運転手 幼稚園バスの運転、朝のバス
７：３０～１０：００
帰りのバス　１３：３０～１６：００


パート労働者 学校法人　星槎こども園　ＫＩＤＳ　ｐｌａｎｅｔ　　　　　　　幼保連携型　認定こども園　ピーターパン幼稚園
雇用期間の定めなし (1)7時30分～10時00分

時給 幼稚園教諭または保
育士の免許所有者優
遇。その他の教員免

1,000円～1,100円

静岡県三島市一番町９－３７
三島サンメイトビル　２階
「Ｎ白木屋　ＪＲ三島南口駅前
店」

15

預かり保育担当保育
士

幼稚園の預かり保育のお仕事をしてい
ただきます。勤務時間は１４：００か
ら１７：００です。幼稚園教諭免許、
保育士免許どちらかだけでも構いませ
ん。
昼間は自分の趣味や介護などに費や
し、午後から夕方にかけて子どもたち

パート労働者 学校法人　篠木学園　桜ケ丘幼稚園
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)14時00分～17時00

時給 (2)22時00分～3時00分

944円～1,050円 (3)0時00分～5時00分
又は18時00分～5時00

14

ホール・キッチンス
タッフ（Ｎ白木屋
ＪＲ三島南口駅前
店）

１．ホールの仕事
　　・接客、ご案内、お見送り、注文
受け、配膳
　　・ドリンク作り、会計、片付け、
清掃　等

２．キッチンの仕事

パート労働者 交替制あり 株式会社モンテローザフーズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)18時00分～23時00
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-980-4876 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- 2269831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-941-8278 従業員数 15人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日 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- 2547931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-6436-8972 従業員数 30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: 13040-40597031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-973-4717 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2361631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-971-8211 従業員数 176人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 7人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2575231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 055-921-9448 従業員数 9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: 22030- 3609931 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-921-9448 従業員数 8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: 22030- 3469531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-7121 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: 22050- 2514031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-921-9448 従業員数 8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: 22030- 3375631 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 055-921-7779 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22030- 3283231 各種保険： 労災 月平均 

     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: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2400631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2587331 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2558831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 9時間

静岡県三島市字賀茂ノ之洞４７０３－９４

月給 マイクロソフトワー
ド、エクセル等パソ
コン操作ができる方

949円～949円

静岡県三島市北田町４－４７（市民課）

39

一般事務 パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
一般事務（経理補助、庶務、制度周知
業務及びその補助業務等、
事務連絡等）
・その他、所属長が支持する業務

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

月給 戸籍事務、基本的な
パソコン操作（エク
セル、ワード）

949円～949円

静岡県三島市一番町１９－３

38

事務員（市民課） パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
・戸籍事務（戸籍届出の受付、審査、
入力等）にかかる事務補助
・戸籍に関する証明書の発行等に係る
事務補助
・その他市民課業務全般における窓口

パート労働者 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給 (2)6時00分～8時30分

950円～950円

静岡県三島市一番町１７－１
　株式会社東急ホテルパートナー
ズ内
　　富士山三島東急ホテル

37

（請）警備員（三島
楽寿園）

請負先施設内の警備を行っていただき
ます。
開園日は夜間、休園日（月曜日）は２
４時間勤務です。
主に、園内の巡視や出入り時の施錠管
理をしていただきます。巡視はタイム
スケジュールに沿って、徒歩で行って

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)16時15分～22時30

時給 客室清掃（ベットメ
イク）経験1,150円～1,150円

静岡県三島市谷田１１１１
国立遺伝学研究所

36

ホテル客室清掃整備
（三島市）

当社請負先ホテルの客室清掃業務を担
当して頂きます。
・客室業務の点検
・責任者補助
・室内全面（水廻り等）の拭き清掃及
び整備
・ベッドメイキング

パート労働者 株式会社マツザキ
雇用期間の定めなし (1)9時30分～16時00分

時給

944円～944円

静岡県三島市谷田２３－１

35

清掃員（三島市谷
田）

国立遺伝学研究所の建物清掃業務を担
当していただきます。

・床の拭き掃き
・絨毯の掃除機掛け
・トイレ清掃
・什器、机、テーブル、手摺りなど拭

パート労働者 東海ビル保善　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～12時30分

時給

944円～1,000円

静岡県三島市谷田１１１１
国立遺伝学研究所

34

（請）ビル・建物清
掃管理

店内及びトイレ巡回清掃、リサイクル分別回収運搬パート労働者 交替制あり 株式会社　東静ビル管理
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時00分～12時00分

時給 (2)10時00分～14時00

944円～944円

静岡県三島市谷田１１１１
国立遺伝学研究所

33

宿泊施設清掃員（三
島市谷田）

国立遺伝学研究所の研究員宿泊施設の
清掃業務を担当していただきます。

客室清掃及びベッドメイク等

パート労働者 交替制あり 東海ビル保善　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～12時00分

時給 (2)8時30分～8時29分 警備業務に１年間従
事していること944円～1,000円

静岡県三島市、函南町にある支店

32

警備員（三島市） 当社請負先「国立遺伝学研究所」の庁
舎・敷地巡回警備を行っていただきま
す。
・出入口の開閉
・各室の鍵の授受
・侵入者及び不審者の監視、報告、制
止または阻止

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東海ビル保善　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 金融機関での勤務経
験または保険会社で
の勤務経験

1,000円～1,000円

静岡県三島市川原ケ谷８５－３

31

支店での金融窓口業
務または共済窓口業
務

貯金窓口業務（受入、払出、商品説
明、電話対応等）

共済窓口業務（掛金の収納、管理、商
品説明、電話対応等）

パート労働者 富士伊豆農業協同組合　三島函南地区本部
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時15分～17時00分

時給

950円～950円

静岡県三島市長伏５－１
ソーシャルインクルーホーム三島
長伏

30

生活支援員 畑で野菜の無農薬栽培、お茶（ビワ
茶、ヤーコン茶）季節のジャム
作り、清掃業務委託、リサイクル等多
数の業務に携わっています。
外に出て仕事をする事が多いです。
＊利用者様の送迎業務あります。（Ａ
Ｔ車両）

パート労働者 交替制あり 特定非営利活動法人　けるん
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時30分

日給

1,010円～1,010円

静岡県三島市北田町７－２９

29

未経験可／障がい者
施設の世話人／夜勤
／三島長伏

グループホームに入居されている方の
食事・清掃・見守り・生活介
助。１０名の入居者を２名で担当。★
日給：１４，３９３円
◎週１～３日、平日のみ・土日のみ相
談可◎Ｗワーク可◎研修あり
■お食事作り（献立あり、材料とレシ

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

980円～980円
又は8時30分～15時30

静岡県三島市徳倉３丁目２３－１６

28

障がい者職業指導員 軽度の障害をもった方への職業指導を
していただきます。
主にいなば食品様の「チュール」の袋
詰めや箱詰めの指導や、施設外作業等
の指導、支援が仕事です。
　
★★　急　募　★★

パート労働者 特定非営利活動法人　にじのかけ橋
雇用期間の定めなし (1)8時30分～15時00分

時給 (2)14時30分～19時00

960円～1,010円27

厨房スタッフ 施設で提供する食事の調理をお願い致します。パート労働者 交替制あり 株式会社　スローライフ
雇用期間の定めなし (1)6時00分～13時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400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- 2480531 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 4時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 金土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2493931 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2495031 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 3時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 11人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2460031 各種保険： 労災 月平均 2時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2461831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保育士

求人番号: 22050- 2462231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 社会福祉士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 精神保健福祉士

求人番号: 22050- 2432331 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2436031 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 31人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2437831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 31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- 2438231 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2445831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 8時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 34人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2403031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 9時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 45人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 助産師

求人番号: 22050- 2404831 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

静岡県三島市南二日町８－３５

月給

1,263円～1,263円
又は8時30分～16時30

静岡県三島市字賀茂ノ之洞４７０３－９４

52

保健師または助産師
（健康づくり課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

１）出産・子育て応援事業業務（事
務、相談業務）
２）新生児訪問
３）健診・相談会従事

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時15分～17時15分

月給 接客業経験のある方

1,038円～1,038円

静岡県三島市谷田２７１－１
三島市児童発達支援事業所にこパ
ル

51

清掃センター作業員 パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
一般廃棄物処理作業
・粗大ごみ等受入、仕分け・解体作
業、運搬作業（重機を使用）
・その他（町内清掃でのごみの受入、
場内整理作業等）

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分

月給 ・保育または福祉現
場で実務経験のある
方

1,101円～1,101円

静岡県三島市一番町１９－３（三島市立公園楽寿園）

50

療育指導員（発達支
援課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

・就学前の心身の発達に配慮が必要な
児童を対象とした教室の運営
・預かり保育
・室内庶務　など

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～18時00

時給 (2)8時30分～16時45分 心身ともに健康でお
客様に親切・丁寧で
適切な対応ができる

949円～949円

静岡県三島市一番町１９－３（三島市立公園楽寿園）

49

楽寿園業務員（遊具
運転職員）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
大型遊具運転、自動遊具管理、駐車場
管理業務に係る金銭の取り扱い、園内
整備補助、菊まつり用の菊栽培（生育
管理、水やり等）、イベント補助、他
職種業務の補助など

パート労働者 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

時給 (2)8時30分～16時45分 心身ともに健康で、
お客様に適切に対応
のできる方

949円～949円

静岡県三島市北田町４－４７

48

楽寿園業務員（園内
整備）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
園内の整備、菊の栽培、花壇の管理、
楽寿園内樹木の手入れ、園内清掃、イ
ベントの準備及び片付け、他職種業務
の補助など
※基本的に屋外作業のため、雨天や炎

パート労働者 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 ２ｔトラックの運
転、刈払機、チェー
ンソー等の使用経験

949円～949円

静岡県三島市北田町４－４７（障がい福祉課）

47

業務員（水と緑の
課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
三島市内の公園・緑地の維持管理（芝
刈り、樹木の剪定など）

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～17時00分

月給 (2)9時15分～17時15分

1,234円～1,234円

静岡県三島市東町１０－１２

46

障がい福祉専門相談
員（障がい福祉課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
障がい者等からの相談業務、その他障
がい福祉制度全般に係る窓口対応、電
話対応、パソコンデータ入力業務　等

パート労働者 三島市役所
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

1,005円～1,048円

各三島市立幼稚園

45

預かり保育支援員
（東幼稚園）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
預かり保育支援員の早番勤務

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)7時20分～11時20分

時給

978円～999円

静岡県三島市本町３－２９　本町タワービル４階

44

３歳児保育支援員
（幼稚園）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
３歳児クラスのサポート業務

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～14時00分

時給

1,101円～1,101円
又は12時30分～16時30

静岡県三島市大社町１－１０

43

保育士（本町子育て
支援センター）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
短時間保育、親子の交流の促進、育児
相談、育児講習会、ふれあい行事の実
施、情報提供など

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時30

月給 基本的なパソコン操
作（エクセル・ワー
ド）

949円～949円

静岡県三島市中央町５－５

42

事務員（農政課） パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第２号）

三島市の農業振興に係る事務補助、パ
ソコンへのデータ入力、電話対応、窓
口業務など

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

月給 基本的なパソコン操
作（エクセル、ワー
ド）

949円～949円

静岡県三島市北田町４－４７（市民課）

41

事務員（環境政策
課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
環境保全業務の補助（水質・騒音等調
査、公害苦情対応）

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時15分～17時15

月給 (2)9時15分～17時15分

949円～949円40

事務員（市民課） パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）
マイナンバー制度に係る窓口業務、電
話対応、パソコンへのデータ入力

パート労働者 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～16時30分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-975-3111 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 水祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2406531 各種保険： 労災 月平均 7時間

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 保健師

求人番号: 22050- 2408731 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 介護福祉士

     TEL: 055-975-3111 従業員数 400人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 保健師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり 看護師

求人番号: 22050- 2418631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 2時間 社会福祉士

     TEL: 055-974-2236 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 火木日 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: 22050- 2393431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1525 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2280331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-22-3222 従業員数 7人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22110-  782731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 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: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2564131 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 054-275-5011 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 あり

求人番号: 22010- 8727531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 15時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12991731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12992331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 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: 13090-12993631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 86人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12996031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-1301 従業員数 53人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2560731 各種保険： 労災 月平均 15時間

静岡県伊豆の国市長岡１０５６－１

時給

1,050円～1,100円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

65

お部屋清掃 ・客室清掃

・パブリック部分の清掃

＜ワンちゃん歓迎の宿＞
愛犬と泊まれる宿
伊豆長岡温泉小松家八の坊

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　小松屋
雇用期間の定めなし (1)9時30分～13時30分

時給

1,200円～1,300円

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

64

【短期募集】清掃／
大仁ホテル

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

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

1,200円～1,300円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

63

【短期募集】調理補
助／大仁ホテル

夕食バイキングは７０種類以上、朝食
バイキングは４０種類以上のメニュー
を用意。和洋中で仕込み、調理の補助
を行って頂きます。補助といえど、７
０種類からの和洋中のメニューの作成
や盛り付け野菜やデザートの準備な
ど、調理全般の業務も行って頂きま

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)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

静岡県伊豆の国市吉田１１７８
（大仁ホテル）

62

【短期募集】調理／
大仁ホテル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県伊豆の国市御門５２－１
　眼鏡市場　大仁店

61

【短期募集】配膳・
下膳／大仁ホテル

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

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

時給

1,128円～1,128円
又は10時00分～19時30

静岡県伊豆の国市南江間１７８８－２

60

店舗スタッフ（パー
トタイム契約社員）
／伊豆の国市

◆眼鏡市場の販売は、お客様にしっか
り寄り添い、「見える」「聞こえる」
といった喜びを提供するお仕事です。
◆眼鏡＝ファッション、医療器具でも
あります。専門性があり一生の仕事に
できると共に、学んだ分成長や報酬に
つながります。

パート労働者 株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・アルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

950円～950円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市古奈４３２

59

店舗スタッフ スタンドクレープとラップドクレープの製造販売。パート労働者 有限会社　仲原商事
雇用期間の定めなし

時給 (2)12時30分～20時00

950円～1,188円

静岡県伊豆の国市長岡２６０－１

58

衣料品販売員 ○衣料品から日用雑貨まで多くの商品
を取り扱っていて
　楽しく接客販売できる職場です。洋
服が好きな方、お話
　が好きな方、未経験者の方も大歓迎
です。
　スタッフが丁寧に仕事内容を教えま

パート労働者 交替制あり 株式会社　ひらやま
雇用期間の定めなし (1)9時30分～17時00分

時給

950円～1,000円
又は8時30分～17時30

静岡県伊豆の国市北江間１４１－２

57

施設管理（草花の管
理や清掃）

ロープウェイで上った山頂公園や山麓花壇の手入れや、施設の美観維持、清掃などのお仕事です。パート労働者 交替制あり 大日　株式会社　伊豆パノラマパーク
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～17時00分

時給

950円～950円
又は9時00分～15時00

静岡県三島市北田町４－４７

56

【短期】食品製造
（牛乳寒天）

食品（牛乳寒天）製造に伴うサポート
業務
１）製造補助
・液体を容器に充填する作業
・容器を包装機にセットする作業
・包装機より包装された商品を取り出
す作業

パート労働者 株式会社フルーツバスケット
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

日給 認知症の医療や介護
における専門的知識
及び経験

1,180円～1,180円

静岡県三島市北田町４－４７

55

認知症地域支援推進
員

認知症高齢者の地域支援を推進する業
務：認知症高齢者とその家族を理解
し、支えるための地域づくり活動（相
談対応、認知症関係の会議、研修等の
開催　など）
パソコンのデータ入力、電話対応、窓
口業務など

パート労働者 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時30分～17時15分

月給 介護認定調査員の経
験1,180円～1,180円

静岡県三島市中央町４番１号

54

介護認定調査員（介
護保険課）

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

介護認定調査
介護認定調査記録の作成

パート労働者 三島市役所
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 基本的なパソコン操
作（エクセル、ワー
ド）

949円～949円53

街中ほっとサロン相
談員

パートタイム会計年度任用職員（地方
公務員法第２２条の２第１項第１号）

街中ほっとサロンを運営し、高齢者相
談対応、健康講座の提供など必要な業
務を行う。

パート労働者 交替制あり 三島市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時45分～16時45分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-948-1301 従業員数 53人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2538931 各種保険： 労災 月平均 15時間

     TEL: 055-948-0013 従業員数 9人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2511631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-75-5888 従業員数 72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: 22050- 2513131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-1238 従業員数 4人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 木日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2289731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 0558-97-3355 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 2579331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-944-6687 従業員数 37人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 介護福祉士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 2580131 各種保険： 労災 月平均 介護職員実務者研修修了者

     TEL: 0558-97-3355 従業員数 30人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 2484631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-97-3355 従業員数 30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- 2485931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-0722 従業員数 35人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2431731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 1時間

     TEL: 055-940-0011 従業員数 20人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 2421531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-940-0015 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 ホームヘルパー２級 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 2376431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-948-5577 従業員数 25人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 2379631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-986-0789 従業員数 10人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 日他 保育士 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2383531 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市寺家１８２－７

時給

950円～1,200円
又は13時00分～17時30

静岡県伊豆の国市中條２３４－２

78

保育士 放課後等デイサービスの保育士の募集
です。（小～中学生対象）

（仕事内容）
・保育・療育
・レクリエーション
・介助

パート労働者 放課後等デイサービス　ミライカ韮山（一般社団法人ミライカ）
雇用期間の定めなし

時給

1,550円～1,800円
又は8時30分～17時00

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

77

看護師・准看護師 介護付有料老人ホームでの介護業務全般 パート労働者 変形（1ヶ月単位） 有限会社　夢無限
雇用期間の定めなし

時給 (2)8時30分～17時30分

960円～1,160円
又は7時00分～17時30

静岡県伊豆の国市原木７４４－１

76

訪問介護職員 有料老人ホーム併設の訪問介護事業所
介護職員の募集です。
（仕事内容）
・入居者の身体介護（入浴・排泄・食
事他）
・入居者の生活支援（掃除・洗濯他）
・記録作成

パート労働者 交替制あり 株式会社　大静　
ヘルパーステーションひなたぼっこ韮山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給

960円～1,160円
又は9時00分～18時00

静岡県伊豆の国市長岡１１５７－１

75

介護職員 住宅型有料老人ホーム「リッツケア
ガーデン韮山」介護職員の募集です。
（ホーム定員４２名）

（仕事内容）
・入居者の身体介護（食事・入浴）
・入居者の生活支援（掃除・洗濯）

パート労働者 交替制あり 株式会社　大静
リッツケアガーデン韮山雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 (2)9時00分～18時00分 調理経験

944円～985円
又は6時00分～18時00

静岡県伊豆の国市古奈２７９－１
有限会社あいねっと　伊豆長岡事
業所

74

調理員 老人ホーム入所者６０名の食事に関す
る業務です。
朝食・昼食・夕食のほか、１４時半に
オヤツがあります

パート労働者 交替制あり 養護老人ホーム　長岡寮湯の家
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～15時00分

時給 (2)0時30分～9時30分 介護施設などでの夜
間業務980円～1,200円

静岡県伊豆の国市古奈２７９－１
有限会社あいねっと　伊豆長岡事
業所

73

介護職員（夜間業
務）

定員２２名の住宅型有料老人ホームの
夜間介護業務で、１６：３０から９：
００までの仮眠休憩有の勤務になりま
す。

パート労働者 交替制あり 有限会社あいねっと
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)16時30分～0時30分

時給

1,350円～1,800円

静岡県伊豆の国市四日町３７８－２

72

看護職員 定員２２名の住宅型有料老人ホームに併設する地域密着型通所介護（定員１８名）の看護業務。主な内容は、日々の健康管理（定時バイタル値を基に要観察者の対応など）、機能訓練（体操、歩行訓練など）になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他にも往診ドクターとの情報交換、服薬管理などがありますが、勤務時間により調整しています。パート労働者 交替制あり 有限会社あいねっと
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 介護施設での勤務経
験950円～1,020円

又は8時30分～17時30

静岡県伊豆の国市古奈２７９－１
有限会社あいねっと　伊豆長岡事
業所

71

介護士 看護小規模多機能・グループホームに
て介護業務全般
・入浴・食事・排泄などの身体介助
・居室の掃除などの生活介護
・報告などの書類業務全般
・送迎業務（看護小規模多機能）


パート労働者 変形（1ヶ月単位） ラポールあい　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～17時30分

時給

1,350円～1,800円

静岡県伊豆の国市南江間１３０６－１

70

看護職員 定員２２名の住宅型有料老人ホームに併設する地域密着型通所介護（定員１８名）の看護業務。主な内容は、日々の健康管理（定時バイタル値を基に要観察者の対応など）、機能訓練（体操、歩行訓練など）になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他にも往診ドクターとの情報交換、服薬管理などがありますが、勤務時間により調整しています。パート労働者 交替制あり 有限会社あいねっと
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

1,650円～1,650円

静岡県伊豆の国市神島２０３

69

看護師 看護業務 パート労働者 医療法人社団　桜仁会　江間クリニック
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時30分

時給

1,000円～1,000円
又は9時00分～23時59

静岡県伊豆の国市古奈６番地

68

フロア・キッチンス
タッフ

【フロア】
・お席のご案内
・ドリンク提供
・お持ち帰りの受付・お渡し
・テーブルの片づけなど
【キッチン】
・お寿司や軍艦・巻き物などの作成

パート労働者 交替制あり 株式会社　はま寿司　大仁店
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

時給

950円～950円

静岡県伊豆の国市長岡１０５６－１

67

客室清掃員（旅館） ・客室の清掃

・布団敷き

パート労働者 交替制あり ホリゾンキャピタル株式会社　頼朝の湯　本陣
雇用期間の定めなし (1)9時30分～14時00分

時給

1,000円～1,100円66

宴会場セッティング ・夕食のお膳や食器のセッティング

・宴会場の清掃

・タオル等の洗濯



パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　小松屋
雇用期間の定めなし (1)7時30分～13時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 37人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2517531 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 37人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2521131 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 80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- 2534431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-949-7121 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2386331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 日祝 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- 2368431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2369731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2370931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2371131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2372031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108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- 2327431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108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- 2293831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2295531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 108人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝 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- 2298331 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

91

（請）病院給食調理
補助／順天堂静岡病
院／９時～１３時

大学病院での患者給食調理補助のお仕
事です。炊飯、盛付、器具類の洗浄、
検食の配膳などをお願いします。１日
４時間（９時～１３時）週３日～可／
マイカー通勤可（駐車場有、ガソリン
代支給有）


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)9時00分～13時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

90

請）病院給食食器洗
浄／順天堂静岡病院
８：４５～１２：４
５

大学病院で給食食器洗浄のお仕事で
す。食器、カテラリー類の洗浄、乾
燥、片付け、管理等をしていただきま
す。１日４時間（８：４５～１２：４
５）週３日～可／マイカー通勤可（駐
車場有）


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)8時45分～12時45分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

89

請）病院給食食器洗
浄／順天堂静岡病院
８：１５～１２：１
５

大学病院で給食食器洗浄のお仕事で
す。食器、カテラリー類の洗浄、乾
燥、片付け、管理等をしていただきま
す。１日４時間（８：１５～１２：１
５）週３日～可／マイカー通勤可（駐
車場有）


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)8時15分～12時15分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

88

請）病院給食食器洗
浄／順天堂静岡病院
８：１５～１７：１
５

大学病院で給食食器洗浄のお仕事で
す。食器、カテラリー類の洗浄、乾
燥、片付け、管理等をしていただきま
す。１日４時間（８：１５～１７：１
５）週３日程度／マイカー通勤可（駐
車場有）


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)8時15分～17時15分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

87

請）【６０歳以上限
定】食器洗浄／１
３：１５～１７：１
５

大学病院で給食食器洗浄のお仕事で
す。食器、カテラリー類の洗浄、乾
燥、片付け、管理等をしていただきま
す。１日４時間（１３：１５～１７：
１５）週３日～可／マイカー通勤可
（駐車場有）


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)13時15分～17時15

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

86

請）【６０歳以上限
定】給食食器洗浄／
８：４５～１２：４
５

大学病院で給食食器洗浄のお仕事で
す。食器、カテラリー類の洗浄、乾
燥、片付け、管理等をしていただきま
す。１日４時間（８：４５～１２：４
５）週３日～可／マイカー通勤可（駐
車場有）


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)8時45分～12時45分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

85

請）【６０歳以上限
定】給食食器洗浄／
８：１５～１２：１
５

大学病院で給食食器洗浄のお仕事で
す。食器、カテラリー類の洗浄、乾
燥、片付け、管理等をしていただきま
す。１日４時間（８：１５～１２：１
５）週３日～可／マイカー通勤可（駐
車場有）


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)8時15分～12時15分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９
順天堂大学医学部附属静岡病院

84

請）【６０歳以上限
定】給食食器洗浄／
８：１５～１７：１
５

大学病院で給食食器洗浄のお仕事で
す。食器、カテラリー類の洗浄、乾
燥、片付け、管理等をしていただきま
す。１日４時間（８：１５～１７：１
５）週３日程度／マイカー通勤可（駐
車場有）


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)8時15分～17時15分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市大仁５７０

83

請）【６０歳以上限
定】給食調理補助／
９時～１３時／長岡

大学病院での患者給食調理補助のお仕
事です。炊飯、盛付、器具類の洗浄、
検食の配膳などをお願いします。１日
４時間（９時～１３時）週３日～可／
マイカー通勤可（駐車場有、ガソリン
代支給有）


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)9時00分～13時00分

時給

944円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡１１２９

82

（請）ビル・建物清
掃管理

清掃及びリサイクル業務他雑務 パート労働者 株式会社　東静ビル管理
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～16時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡４３１－１
伊豆長岡　ホテル天坊

81

病院給食食器洗浄／
順天堂静岡病院／１
３：１５～１７：１
５

大学病院で給食食器洗浄のお仕事で
す。食器、カテラリー類の洗浄、乾
燥、片付け、管理等をしていただきま
す。１日４時間（１３：１５～１７：
１５）週３日～可／マイカー通勤可
（駐車場有）


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)13時15分～17時15

時給

970円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡４３１－１
伊豆長岡　ホテル天坊

80

（請）旅館客室清掃
（伊豆長岡ホテル天
坊）＊未経験者歓迎

★富士山を望む丘の上に佇む静かな宿
５３室★旅館客室清掃（客室清掃、
ベッドメイク、布団上げ・収納、ゴミ
回収、トイレ、洗面台等水廻り清掃
等）９時～１４時（実働５時間）週２
日～５日勤務


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)9時00分～14時00分

時給

970円～1,000円79

請）【６０歳以上限
定】客室清掃／伊豆
長岡＊未経験者歓迎

★富士山を望む丘の上に佇む静かな宿
５３室★旅館客室清掃（客室清掃、
ベッドメイク、布団上げ・収納、ゴミ
回収、トイレ、洗面台等水廻り清掃
等）９時～１４時（実働５時間）週２
日～５日勤務


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)9時00分～14時00分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-988-1641 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 日他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2311331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0545-67-1270 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22100- 2554931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0545-67-1270 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 栄養士 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: 22100- 2560331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-949-3090 従業員数 16人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 日商簿記３級 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 簿記能力検定（全経３級）

求人番号: 22050- 2296431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 簿記実務検定３級

     TEL: 055-948-1411 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2356031 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-948-1411 従業員数 650人

年　　齢: 不問 休　　日： 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- 2338631 各種保険： 雇用・公災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-976-6061 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 なし

求人番号: 22050- 2395331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-925-2500 従業員数 3人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22030- 3537131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-982-1481 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2328731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-55-9250 従業員数 1人

年　　齢: 69歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22110-  813131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-79-3651 従業員数 17人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 日祝他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2449731 各種保険： 労災 月平均 5時間

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39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- 2502331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39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- 2503631 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊豆市門野原４００－１

時給 (2)18時00分～21時15

1,100円～1,100円
又は8時00分～21時15

静岡県伊豆市門野原４００－１

104

洗い場 旅館でのご朝食、ご夕食の下がってきた食器の洗浄などを担当していただきます。パート労働者 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時30分

時給 (2)18時00分～21時15

1,100円～1,100円
又は8時00分～21時15

静岡県伊豆市修善寺１４７番地３、１Ｆ

103

食器の洗浄等（短期
アルバイト）

食器の洗浄を行います。食器洗浄機を
使用します。
メンテナンスのお手伝いなどをお願い
します。

パート労働者 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～10時30分

日給

1,125円～1,500円

静岡県伊豆市上白岩２２９９－２

102

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

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

時給

1,200円～1,500円
又は11時00分～16時00

静岡県伊豆市柏久保３９５

101

ハウスクリーニング
作業員【伊豆市】

当社で管理している貸別荘（伊豆市上
白岩）のチェックアウト後の清掃や賃
貸物件の退去後のハウスクリーニング
をお願いします。

今回は主に貸別荘の清掃スタッフを募
集しています。

パート労働者 プラスライン株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給

950円～960円

静岡県伊豆市修善寺９６８－３

100

（請）調理補助（伊
豆市）

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

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

時給

945円～955円

静岡県伊豆市門野原２２６－１

99

温泉街の和菓子屋さ
んでの接客・販売

お土産店での接客・販売業務をお願い
します。
・レジ対応
・商品の補充、品出し
・大判焼きの製造（焼き）
お仕事の流れは丁寧に教えます！
自分のペースで覚えてくれれば大丈夫

パート労働者 交替制あり 土井製菓　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～16時00

時給

950円～950円
又は9時30分～17時00

静岡県伊豆の国市長岡３４０－１
市民課

98

店舗販売スタッフ 落合ハーブ園伊豆月ヶ瀬店
店舗での接客販売業務

・店舗でのハーブ製品の販売

・簡単な調理補助


パート労働者 有限会社落合ハーブ園
雇用期間の定めなし

時給

946円～952円
又は8時30分～17時15

静岡県伊豆の国市長岡５２８

97

事務補助員 マイナンバーカード関連事務、証明書等発行事務、窓口案内事務、その他窓口業務などパート労働者 伊豆の国市役所
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給

946円～1,003円
又は7時45分～16時00

静岡県伊豆の国市四日町２９０

96

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

時給

944円～1,000円

静岡県伊豆の国市長岡９４６
【長岡リハビリテーション病院】

95

事務 ・青色申告に伴う記帳事務・税務関係
業務・指導
・電話応対、来客対応等
・エクセル、ワード等パソコン操作


パート労働者 伊豆の国市商工会
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 (2)9時00分～18時00分 病院での、栄養士業
務の経験あれば尚
可。

1,100円～1,300円 (3)10時30分～19時30

静岡県伊豆の国市長岡９４６
【長岡リハビリテーション病院】

94

（請）栄養士 【長岡リハビリテーション病院】病院
内において、栄養管理業務・

給食管理業務全般を行っていただきま
す。

パート労働者 交替制あり 株式会社　クリエイティブ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時00分～14時30分

時給 (2)5時00分～12時00分 病院での、調理補助
経験あれば尚可。945円～1,200円 (3)15時00分～20時00

静岡県伊豆の国市三福８０―２
（株）キョウデンプレシジョン

93

（請）調理補助 【長岡リハビリテーション病院】病院
内厨房にて、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)5時00分～9時00分

時給

1,000円～1,000円92

（請）日常清掃 ビルの共用部　階段　トイレ等の清掃
業務
２人現場ですが、それぞれの担当箇所
での一人作業になるので、自分のペー
スで作業ができます。

パート労働者 株式会社　エム・アイ・総合美装
雇用期間の定めなし (1)8時00分～14時30分

8/14



【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0558-85-0115 従業員数 39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- 2508231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 55人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12116831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-0800 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2351731 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0558-72-0800 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2352331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-72-0800 従業員数 10人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 10人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2354931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 50人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-30818031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 60人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13010-30962731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0558-83-2310 従業員数 100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- 2539131 各種保険： 雇用・労災・厚生 月平均 

     TEL: 0558-83-2310 従業員数 100人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2486131 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-6731-9257 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 あり

求人番号: 13200- 6495231 各種保険： 労災 月平均 3時間

     TEL: 0558-75-8660 従業員数 70人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日他 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- 2457731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 12人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 9人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2569431 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 055-947-1844 従業員数 12人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2571931 各種保険： 労災 月平均 4時間

静岡県伊豆市湯ケ島１８８７－１
天城・湯ヶ島温泉　おちあいろう

時給

1,000円～1,100円

静岡県伊豆市湯ケ島１８８７－１
天城・湯ヶ島温泉　おちあいろう

117

請）【６０歳以上限
定】旅館客室清掃／
天城湯ヶ島＊週２～

★伝統的な日本家屋の文化財の宿１４
室★伊豆長岡駅より車１５分、修善寺
駅より車２０分の老舗旅館客室清掃
（ベッドメイク含む）＊週２～５日勤
務＊１１時～１５時（実働４時間）車
通勤可
主な仕事内容は、

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)11時00分～15時00

時給

1,050円～1,150円

静岡県伊豆市湯ケ島９３９番４１

116

（請）旅館客室清掃
／天城湯ヶ島＊車通
勤可・未経験者歓迎
＊

★伝統的な日本家屋の文化財の宿１４
室★伊豆長岡駅より車１５分、修善寺
駅より車２０分の老舗旅館客室清掃
（ベッドメイク含む）＊週２～５日勤
務＊１１時～１５時（実働４時間）車
通勤可
主な仕事内容は、

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)11時00分～15時00

時給 (2)15時30分～17時30

1,000円～1,000円
又は7時30分～16時30

静岡県伊豆市加殿７２－１
修善寺東こども園シダックス店

115

送迎ドライバー（デ
イサービス）／伊豆
市

＜＜送迎ドライバー（デイサービス）
の内容として＞＞

デイサービスセンター天城の杜にて
利用者様の送迎を行っていただきま
す。
（伊豆市内、ワンボックスタイプ等使

パート労働者 社会福祉法人　愛誠会　天城の杜
雇用期間の定めなし (1)7時30分～9時30分

時給

950円～950円

静岡県伊豆市下白岩１４３４

114

調理補助／修善寺東
こども園

調理師や栄養士と連携してメニューの
仕込みや盛付け、調理器具
や食器の洗浄などを行っていただきま
す。ご経験などに応じて簡
単な作業から始めていきますので、未
経験の方でも安心してお仕
事を始められます♪

パート労働者 シダックスフードサービス　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時00分～14時30分

時給

1,100円～1,400円
又は6時00分～22時00

静岡県伊豆市下白岩１４３４

113

ホテル業務全般 ホテル内の業務です。
未経験者の方でもやさしく教えるので
お気軽に応募してください。

ホテルフロント　　　　　　　　【７
時～２２時】までの８時間
ホテル客室清掃　　　　　　　　【１

パート労働者 交替制あり シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会
社雇用期間の定めなし

時給 経験者優遇いたしま
す1,000円～1,000円

静岡県伊豆市修善寺８６０
湯めぐりの宿　修善寺温泉　桂川
（当社施設）

112

ホテル施設の清掃お
よびメンテナンス

中伊豆ワイナリーヒルでの
・一般清掃
・客室清掃

パート労働者 交替制あり シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会
社雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)10時00分～14時00

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊豆市修善寺８７４－１
湯回廊　菊屋（当社施設）

111

湯めぐりの宿　修善
寺温泉　桂川／清掃
（短期）

当社直営ホテル内、館内清掃全般

・客室清掃
　シーツはぎ、ベッドメイク、掃除機
かけ、拭き上げ
　備品のセット、ゴミ処理
・共用部清掃

パート労働者 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)9時30分～15時30分

時給 (2)18時00分～22時00

1,000円～1,050円

静岡県伊豆市修善寺７２２

110

湯回廊　菊屋／洗い
場スタッフ

当社直営リゾートホテル内、洗い場業
務全般

・食器、調理器具の洗浄
　※軽く手洗いをした後に機械洗浄し
ます。
・食器、調理器具の収納作業

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)8時00分～10時30分

時給 (2)18時00分～20時00

1,050円～1,200円

静岡県伊豆市修善寺７２２
東海バス　総合会館前　徒歩２分

109

内務、清掃 　　　　　＜＜内務及び清掃の内容と
して＞＞


・内務及び清掃（掃除機を使用して掃
き掃除、拭き掃除等）
・客室清掃、客室トイレ清掃等（トイ

パート労働者 修善寺滝亭株式会社
修善寺温泉ホテル滝亭雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時00分

時給

1,050円～1,050円

静岡県伊豆市修善寺７２２
東海バス　総合会館前　徒歩２分

108

深夜の施設管理 　　　　＜＜深夜の施設管理の業務内
容として＞＞

＊ホテル入口の施錠及び開錠
＊施設内の巡回

パート労働者 変形（1年単位） 修善寺滝亭株式会社
修善寺温泉ホテル滝亭雇用期間の定めなし (1)23時00分～5時00分

時給 (2)17時00分～21時00

1,050円～1,200円

静岡県伊豆市八木沢３８６４番地
（伊東園ホテル土肥）

107

サービス係（ウェイ
ター・ウェイトレ
ス）

・レストラン及び宴会場での接客配膳
サービス業務
・飲み物のオーダー受け皿洗い　等
急　募

パート労働者 変形（1年単位） 修善寺滝亭株式会社
修善寺温泉ホテル滝亭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

960円～1,050円
又は11時00分～15時00

静岡県伊豆市門野原４００－１

106

【急募】大浴場清掃
／伊東園ホテル土肥

浴場の清掃業務となります。
浴場をご利用されるお客様に快適にお
過ごしいただく為の清掃業務となりま
す。脱衣室の清掃、シャンプーやコン
ディショナー等各種化粧品類の補充な
ども行います。清掃業務ですので未経
験の方でも安心して取り組めます。

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

時給 (2)17時30分～20時30

1,100円～1,100円105

風呂清掃その他係 ◎お風呂の清掃と布団上げ等のお仕事
です。
　お風呂清掃は７人体制で必ず慣れた
スタッフと一緒に行い丁寧に　お教え
します。
　易しいお仕事ですので未経験者でも
大丈夫です。

パート労働者 有限会社　嵯峨沢館
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時30分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-947-1844 従業員数 12人

年　　齢: 60歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 5人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22050- 2532231 各種保険： 労災 月平均 4時間

     TEL: 0558-80-9700 従業員数 14人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2476631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-83-6211 従業員数 23人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2507831 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 055-945-1428 従業員数 19人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 月他 調理師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2504931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-978-7776 従業員数 152人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2435131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 10時間

     TEL: 055-978-7776 従業員数 152人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22050- 2423731 各種保険： 労災・財形 月平均 10時間

     TEL: 055-985-2111 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2520931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-985-2111 従業員数 18人

年　　齢: 59歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22050- 2522031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-985-2111 従業員数 18人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2523831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-985-2111 従業員数 18人

年　　齢: 18歳～59歳 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2525531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3260-6571 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13080-29928931 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0422-37-5218 従業員数 30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: 13170-11398531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-1021 従業員数 10人

年　　齢: 不問 休　　日： 月他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22050- 2455531 各種保険： 労災 月平均 

静岡県田方郡函南町平井６１４

時給 (2)15時00分～19時00

1,100円～1,200円 (3)17時00分～22時00
又は11時00分～20時00

静岡県田方郡函南町間宮３４８－
９
「ジョナサン　函南」

130

中華料理・韓国料理
厨房補助

中華料理・韓国料理レストランの厨房
補助

１．食材の仕込み
２．調理補助
３．洗い場応援


パート労働者 中国料理陸茶坊
雇用期間の定めなし (1)11時00分～15時00

時給

944円～944円

静岡県田方郡　函南町畑毛２４４
－４
伊豆畑毛温泉　当社運営「誠山」
「函南駅」下車バス停「畑毛温泉

129

調理（ジョナサン
函南）

◎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)17時00分～21時00

時給 (2)14時00分～23時00

1,000円～1,000円
又は7時00分～23時00

静岡県田方郡函南町桑原１３５４
伊豆箱根バス　　富士箱根ランド
徒歩０分

128

旅館業務全般（パー
ト）／伊豆畑毛温泉
（スタッフ）

旅館業務全般

・サービススタッフ
・調理スタッフ
・清掃スタッフ

パート労働者 有限会社　誠山舎
雇用期間の定めなし (1)7時00分～16時00分

時給 経験者優遇

950円～1,100円

静岡県田方郡函南町桑原１３５４

127

施設管理 《施設管理業務内容として》
主に電気設備及びボイラー設備の点
検・修理をしていただきます。

・ボイラー運転管理
・電気設備管理
・給排水等設備管理

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 一般財団法人　中小企業レクリエーションセンター　富士箱根ランド
雇用期間の定めなし (1)9時00分～8時59分

時給

1,100円～1,200円

静岡県田方郡函南町桑原１３５４
伊豆箱根バス　　富士箱根ランド
徒歩０分

126

客室清掃 ・客室掃除機がけ
・客室拭きあげ
・ベッドメイク　　　
・ユニットバス清掃　
・入室人員に応じた入込み（バスタオ
ル・浴衣・丹前・歯ブラシ・　石鹸
シャンプー）

パート労働者 交替制あり 一般財団法人　中小企業レクリエーションセンター　富士箱根ランド
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 (2)13時00分～17時00

1,100円～1,200円
又は6時00分～22時00

静岡県田方郡函南町桑原１３５４
伊豆箱根バス　　富士箱根ランド
徒歩０分

125

調理補助・洗い場 ・調理補助（盛りつけ、素材の仕込み
等）
・レストランにおける洗い場業務のみ


※給仕や接客業務はありません

パート労働者 交替制あり 一般財団法人　中小企業レクリエーションセンター　富士箱根ランド
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
又は8時00分～17時00

静岡県田方郡函南町上沢１５５

124

送迎ドラーバー ・送迎ドライバー
・使用する車はハイエース、マイクロ
バスとなります。

パート労働者 一般財団法人　中小企業レクリエーションセンター　富士箱根ランド
雇用期間の定めなし

時給 エクセル、ワード等
の基本操作950円～950円

静岡県田方郡函南町上沢１５５

123

事務員 ・パソコン入力作業
（エクセル・ワード・その他システム
への入力等）
・印刷物の封かん、梱包などの軽作業
・電話応対

パート労働者 株式会社　エイエイピー（三島事業所）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～14時30

時給 (2)8時30分～17時30分

980円～980円

静岡県田方郡函南町桑原１３０８－２２２

122

作業員 ・加工機械による印刷物の加工（印刷
物を折る・綴じる等）
（加工機械の操作については丁寧に指
導します。）
・印刷物の梱包作業
（帯掛け・結束やダンボール箱に入れ
る作業）

パート労働者 株式会社　エイエイピー（三島事業所）
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～16時00分

時給

950円～950円

静岡県田方郡函南町桑原１４００－２０

121

炊事 職員用の食堂の調理、カフェ業務の調理等の補助パート労働者 月光天文台
雇用期間の定めなし (1)9時00分～17時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊豆市修善寺９５５－１

120

キャンピングコテー
ジの清掃員

キャンピングコテージの清掃、リビングスペース、バスルーム、バーベキュースペース等の清掃や、ベッドメイク等を行っていただきます。パート労働者 十国峠株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時30分～15時30

時給

1,000円～1,100円
又は10時00分～18時00

静岡県伊豆市湯ケ島１８８７－１
天城・湯ヶ島温泉　おちあいろう

119

スポーツマネージメ
ント企画・運営

トレイルランニングの企画運営の補助
業務
参加資格の確認、ボランティアの募集
各所の許可申請の補助
報告書の作成、議事録の作成
スポーツイベントの実施スタッフ

パート労働者 株式会社　ソトエ
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～1,100円118

請）【６０歳以上限
定】旅館共用部清掃
／天城湯ヶ島＊週２
～

★伝統的な日本家屋の文化財の宿★伊
豆長岡駅より車１５分、修善寺駅より
車２０分の老舗旅館共用部清掃スタッ
フ（廊下、階段、トイレ等）の募集で
す。１０：３０～１４：３０（実働４
時間）
主な仕事内容は、

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30分～14時30
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-931-3600 従業員数 20人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： なし 時間外 なし

求人番号: 22030- 3547831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-2320 従業員数 417人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 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: 22050- 2448431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-970-2511 従業員数 13人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火日祝 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- 2391231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-9511 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 日祝他 看護師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 2426931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-978-9511 従業員数 6人

年　　齢: 64歳以下 休　　日： 土日祝 臨床検査技師 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし 准看護師

求人番号: 22050- 2427131 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生・財形月平均 

     TEL: 055-978-4100 従業員数 3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 介護職員初任者研修修了者

求人番号: 22050- 2378331 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 055-980-5678 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- 2322131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 055-979-8102 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 日祝他 保育士 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

求人番号: 22050- 2568531 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0547-60-9000 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 22080-  877631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 34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-  812431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 従業員数 39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-  813731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-53-2166 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 なし

求人番号: 22052-  801031 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-54-1100 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  786631 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市八幡野１１８３　伊
豆高原やまもプラザ内
　『べるじゅ』

時給 喫茶店勤務経験者

944円～950円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市八幡野１１０３番地２６６

143

喫茶店スタッフ【べ
るじゅ】（伊豆高原
やまもプラザ内）

伊豆高原駅やまもプラザ内喫茶店『べ
るじゅ』における業務です。
○お客様の接客対応
（席へのご案内、オーダーを取る）
○簡単な軽食や飲み物を作り提供
○レジ対応
○片付け、洗い物

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

1,000円～1,000円

静岡県伊東市赤沢字浮山１６３－
１
　　　『赤沢日帰り温泉館』

142

別荘・保養所等の清
掃スタッフ　急
募！！【伊豆高原エ
リア】

○伊豆高原エリアの別荘や保養所の清
掃をしていただきます。
　掃除機がけ、拭き掃除、日によって
布団干しなど
　その他、外回りの簡単な作業（落ち
葉掃き、草取りなど）


パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急ハウジング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～15時00分

時給

1,200円～1,200円

静岡県伊東市竹の内１丁目５－１
４
【東急ハーヴェストクラブ伊東】

141

日帰り温泉施設の早
朝清掃【赤沢】

日帰り温泉施設の開館前清掃
〇大浴場、貸切風呂の清掃
〇脱衣所、共用部の掃除機がけ、拭き
上げ
〇タオル、アメニティ類の備品補充
等


パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急ハウジング
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)5時15分～9時15分

時給

1,000円～1,000円

静岡県島田市大代１８６９－１
一心　ハウス

140

ホテル共用部清掃
【伊東】急募！

ホテル内大浴場・露天風呂清掃、及び
他共用部分の清掃
○浴槽内、脱衣所、トイレ等共用部の
清掃
○掃除機をかける
○アメニティ用品等の備品の補充
○使用済みのリネンやゴミの回収　等

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆急ハウジング
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

1,000円～1,050円

静岡県田方郡函南町間宮６３２番地の１

139

苗の生産／パート／
平日

＊季節の風を感じながら植物の成長を
一緒に楽しみませんか。
　・茶苗の挿し木
　・ひのき苗、野菜苗の種まき
　・各苗の植え替え
　・草取り
　・出荷、梱包作業

パート労働者 農業生産法人　合同会社　一心
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 保育士または幼稚園
教諭1,069円～1,069円

又は7時15分～18時15

静岡県田方郡函南町丹那１３１６
－４２６
南箱根ダイヤランド１３－２００
０

138

保育士、幼稚園教諭
（会計年度任用職
員）／子育て支援課

町立幼稚園、こども園、保育園において園児の園生活の補助等保育に関する業務を行ってもらうお仕事です。パート労働者 交替制あり 函南町役場
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 給食施設勤務
調理経験があれば尚
可

950円～950円
又は16時00分～19時00

静岡県田方郡函南町平井７１７－３８

137

調理師（シフティー
ン熱海）

シフティーン熱海において下記の業務
を担当していただきます。

＊有料老人ホームでの調理が主な仕事
になります。
＊料理盛り付け
＊食器・器具の洗浄

パート労働者 変形（1ヶ月単位） 株式会社　シフト
雇用期間の定めなし (1)6時00分～9時00分

時給 介護経験があれば、
業務の習得がしやす
いと思います。

1,050円～1,070円
又は8時00分～17時00

静岡県田方郡函南町仁田楠台７７７－４

136

ホームへルパー 高齢者宅へ訪問し、調理、掃除、入浴等の必要な支援を行います。パート労働者 交替制あり 社会福祉法人　共済福祉会
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
又は8時00分～14時00

静岡県田方郡函南町仁田楠台７７７－４

135

臨床検査技師 採血、検体検査や医療機器の取り扱い パート労働者 東部メディカルセンター　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～14時30分

時給

1,300円～1,300円
又は8時15分～11時45

静岡県田方郡函南町間宮６３７－５

134

看護師 採血業務、診察補助、予防接種、医療機器の取り扱いパート労働者 東部メディカルセンター　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)9時00分～12時30分

1,080円～1,200円 (3)14時30分～18時30

静岡県田方郡函南町平井７５０

133

リハビリ室スタッフ 杉田整形外科リハビリ室のパートス
タッフです。
リハビリされる患者さんの補助をお願
いしています。
（室内には理学療法士が勤務している
の、補助的なお仕事です。）
運動療法、電気療法のセッティング、

パート労働者 杉田整形外科
雇用期間の定めなし (1)8時40分～11時40分

時給 病院勤務の経験があ
る薬剤師1,750円～1,900円

静岡県田方郡函南町平井１５９８

132

薬剤師 病棟業務、調剤業務等 パート労働者 ＮＴＴ東日本伊豆病院＜東日本電信電話株式会社＞
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)10時00分～13時00

時給 (2)7時00分～15時00分

950円～1,030円 (3)14時00分～22時00
又は15時00分～22時00

131

受付事務員 フロントでのお客様受付
チェックイン・チェックアウト時のレ
ジ精算
簡単なパソコン作業

パート労働者 交替制あり 雄大ゴルフセンター株式会社
雇用期間の定めなし (1)7時00分～14時00分
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 055-966-7636 従業員数 5人

年　　齢: 不問 休　　日： 土日祝他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： 毎　週 時間外 あり

求人番号: 22030- 3370231 各種保険： 雇用・労災 月平均 5時間

     TEL: 0557-37-0058 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  833131 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-51-4311 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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  824931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0465-62-1237 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: 14070- 1516631 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 090-1771-0118 従業員数 3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： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  830331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-48-6133 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: 22052-  839731 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 03-6635-1833 従業員数 15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: 13010-33349231 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12763431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12765331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12767931 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12770531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12774631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 58人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12776131 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

時給

1,200円～1,300円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

156

【短期募集】清掃／
伊東園ホテル

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

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

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

155

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル

食器洗浄機を利用しての洗い業務全般
を行います。
食事会場で使用した食器等の仕分け、
食器類の仮洗い、専用の食器洗浄機へ
流すといった作業が主になります。
洗浄後、食器を拭き、乾燥させ、衛生
管理・維持もして頂きます。バイキン

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 煮物・揚げ物、てん
ぷら等の調理経験が
必須

1,800円～1,800円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

154

【短期募集】調理／
伊東園ホテル

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

153

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル

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

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

静岡県伊東市松川町１－１２
（伊東園ホテル）

152

【短期募集】ナイト
フロント／伊東園ホ
テル

夜間のフロントスタッフはお客様の接
客対応を行って頂きます。
業務は夜間時の館内巡回、電話や内線
対応、大浴場のチェックや清掃などが
あります。遅くに到着されるお客様も
いらっしゃいますので、遅い時間帯の
チェックインはもちろん、早朝にお出

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

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

151

【短期募集】フロン
ト・予約／伊東園ホ
テル

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

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）

日給 (2)19時00分～6時00分

1,200円～1,200円

静岡県伊東市十足６１４番地２２
７
「カフェ　ファミーユ」

150

サブ・ナイトフロン
ト（パート）／伊東
市

・自社管理物件のナイトフロント業務
補助
・来館者の対応
・非常・災害時の通報誘導等
・簡単な会計事務・窓口受付
・フロ清掃、館内巡回


パート労働者 変形（1ヶ月単位） 東邸管理　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)18時00分～7時00分

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市音無町１－３８　　サンキュービル２Ｆ

149

サービス業【カフェ
ファミーユ】◆急募
◆

カフェのキッチン・フロア業務です。
（席数：１５席ほど）

○お客からオーダーをとったり、料理
を作り運んだりすることが
　メインのお仕事です。


パート労働者 株式会社　ファミリーリゾート
雇用期間の定めなし (1)10時30分～17時00

時給 パソコンやエクセル
の経験1,000円～1,200円

又は9時30分～17時00

静岡県伊東市荻７３６
「ハンディホームセンター伊東
店」

148

ネットショップの更
新や問い合わせ対応

ディレクターの指示で、商品ページの
更新（写真や商品説明の差し替え）な
ど

お客様の問い合わせ対応（主にパソコ
ンとほんの少しの電話）

パート労働者 ブリサスインタナショナル合同会社
雇用期間の定めなし

時給

970円～970円
又は9時00分～18時00

静岡県伊東市湯川５７１－１９
伊東マリンタウン内
【メルローズマーケット　マリン
タウン店】

147

リフォームショー
ルームの受付（ハン
ディー伊東店）

〈リフォームショールームでの受付業
務）
○お客様のご案内（商品説明を含む）
○見積書、リフォーム書類等の基礎
データ入力
○その他付随する業務


パート労働者 株式会社　マキバ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時00分～18時00分

時給 (2)10時00分～15時00

1,100円～1,100円 (3)11時00分～17時00

静岡県伊東市玖須美元和田７２０
－１４３　
　伊東ショッピングプラザ　デュ
オ２Ｆ

146

販売【マリンタウン
店】

●販売に関する業務全般
接客対応・レジ対応・品出し・検品・
清掃などを行っていただきます。
【取扱い商品】
　生活雑貨（キッチングッズ・タオル
など）・婦人衣料品・
　キャラクターグッズ・観光土産・

パート労働者 交替制あり エス・ティー・エヌ　株式会社
【メルローズマーケット】雇用期間の定めなし (1)10時00分～16時00

時給

944円～1,200円
又は9時00分～19時00

静岡県伊東市吉田７１４－１
日本ガス興業株式会社　伊東営業
所

145

書店販売員【デュオ
店】

書籍・雑誌の販売及び管理等を行いま
す。
・お客様の接客業務（レジ対応、商品
の検索、予約受付）
・予約商品の確認、発注、納品後のお
客様への連絡
・売り場作り（品出し、配置換え、

パート労働者 交替制あり 株式会社　サガミヤ
雇用期間の定めなし (1)13時00分～19時00

時給

944円～944円
又は9時00分～17時00

144

一般事務（伊東営業
所）

当社：伊東営業所において、販売管理
（パソコン使用）等に係る下記業務を
担当していただきます。
・データ入力
・伝票作成・入力
・電話対応・来客対応
・パソコン（エクセル・ワード）を使

パート労働者 日本ガス興業　株式会社
雇用期間の定めなし (1)8時30分～16時30分
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No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12792131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 4人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12794831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12795231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12797431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12798731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5979-5911 従業員数 48人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： 毎　週 時間外 なし

求人番号: 13090-12799331 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-32-0300 従業員数 81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-  827831 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 10人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  818031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-45-5260 従業員数 160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: 22052-  809931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 10時間

     TEL: 0557-55-7000 従業員数 7人

年　　齢: 18歳以上 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  806731 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-1550 従業員数 30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-  797031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-54-1550 従業員数 30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-  798831 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 34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-  788131 各種保険： 労災 月平均 

静岡県伊東市湯川２９５
　伊東温泉　久遠

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市八幡野１０４１

169

大浴場・客室露天風
呂清掃【伊東温泉
久遠】

・館内大浴場の清掃
・客室露天風呂の清掃
・洗い場の清掃

＊短期間の働き方もご相談可能です。



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

雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 事務経験・パソコン
に関する資格等1,000円～1,050円

静岡県伊東市八幡野１０４１

168

一般事務員 ※旅館の電話予約受付、インターネッ
ト予約受付

※パソコンにてデータ入力

※部署へのＦＡＸでの連絡


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

時給

1,000円～1,050円

静岡県伊東市富戸１０８９－４
　伊豆グランヴィレッジ

167

ホール係 旅館内のレストランでの朝食の配膳の
お仕事です。

お泊まりのお客様は８時または９時に
時に朝食を予約できます。
満室時で１７室の組数を館内３か所の
会場で提供しますので、

パート労働者 株式会社　花吹雪
雇用期間の定めなし (1)8時00分～12時00分

日給 ナイトフロントの経
験がある方優遇1,428円～1,428円

又は19時00分～8時00

静岡県伊東市川奈１４５９

166

グランピング施設ナ
イトフロント【新施
設】◆急募◆

グランピング施設のナイトフロントの
お仕事です。
主に見回り、、ナイトフロント業務
（レイトチェックイン対応、夜間呼び
出しの対応）、グランピング施設の朝
食出し等を行います。
（サウナ室の簡易清掃、多少の洗い場

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆ドリームビレッジ
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

時給 (2)10時00分～19時00

1,000円～1,200円 (3)12時00分～21時00
又は6時00分～21時00

静岡県伊東市吉田９０１－７５
　伊豆高原温泉　森の泉

165

レストランサービス 老舗ホテル内レストラン、及び宴会場
でのサービス業務
（フランス料理や日本料理）
○席へのご案内
○オーダーを受ける
○料理・ドリンクの提供
○食事後の食器・グラス類を下げる

パート労働者 交替制あり 株式会社　川奈ホテル
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時00分～15時00分

時給 人柄や意欲を重視し
た採用を心がけてい
ます！以下の経験を

1,100円～1,400円

静岡県伊東市岡２０３

164

ナイトスタッフ【伊
豆高原　森の泉】

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

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

雇用期間の定めなし (1)21時00分～9時00分

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

163

案内係 旅館に到着されたお客様をお部屋に案
内するお仕事です。

チェックイン後のお客様の荷物をお預
かりしお部屋にご案内、お茶をお出し
します。
お部屋や館内の説明をします。

パート労働者 株式会社　大和館　　
【青山やまと】雇用期間の定めなし (1)13時30分～17時00

時給

1,200円～1,300円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

162

【短期募集】清掃／
伊東園ホテル別館

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

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

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

161

【短期募集】洗い場
／伊東園ホテル別館

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

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

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

160

【短期募集】調理／
伊東園ホテル別館

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

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

時給 (2)17時00分～22時00

1,200円～1,300円

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

159

【短期募集】配膳・
下膳／伊東園ホテル
別館

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

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

静岡県伊東市寿町２－４
（伊東園ホテル別館）

158

【短期募集】ナイト
フロント／伊東園ホ
テル別館

夜間のフロントスタッフはお客様の接
客対応を行って頂きます。
業務は夜間時の館内巡回、電話や内線
対応、大浴場のチェックや清掃などが
あります。遅くに到着されるお客様も
いらっしゃいますので、遅い時間帯の
チェックインはもちろん、早朝にお出

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

157

【短期募集】フロン
ト・予約／伊東園ホ
テル別館

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

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）
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【三島・函南・伊豆の国・伊豆・伊東地区フレッシュ求人】 令和5年4月3日発行

No 仕事の内容 学歴（履修科目）

経験/免許・資格 就業場所（空欄は所在地に同じ）

≪パートタイム≫

職種
雇用形態／雇用期間 就業時間 事業所名／所在地

賃金形態／賃金（税込） 

     TEL: 0557-44-2111 従業員数 32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-  789031 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 03-5295-7793 従業員数 66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: 13010-32336231 各種保険： 労災 月平均 10時間

     TEL: 0557-54-1433 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 水他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  784731 各種保険： 労災 月平均 5時間

     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: 13010-31567731 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 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: 13010-31572231 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-3338 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  829531 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-7508 従業員数 8人

年　　齢: 不問 休　　日： 月火他 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: 22052-  825131 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-51-1247 従業員数 9人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 2人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  783431 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 03-3315-7288 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： その他 時間外 なし

求人番号: 13080-29101431 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-38-0100 従業員数 4人

年　　齢: 不問 休　　日： 他 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  794631 各種保険： 労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3415 従業員数 15人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  793331 各種保険： 雇用・労災 月平均 

     TEL: 0557-37-3415 従業員数 120人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 就業場所: 

採用人数: 3人 週休二日： その他 時間外 なし

求人番号: 22052-  795931 各種保険： 雇用・労災・健康・厚生 月平均 

     TEL: 0557-37-3415 従業員数 120人

年　　齢: 不問 休　　日： 木他 中型自動車免許 就業場所: 

採用人数: 1人 週休二日： その他 時間外 あり

求人番号: 22052-  796131 各種保険： 労災 月平均 2時間

静岡県伊東市玖須美元和田７３０－４８

182

本社・工場間のリネ
ン配送

浴衣・タオル等のリネン品を運びま
す。
※カートに入れたリネン類のトラック
積み込み作業も行います。

●ルート：本社（伊東市玖須美元和
田）～吉田工場～熱海工場　間

パート労働者 株式会社　伊豆リネンサプライ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

時給

944円～950円

静岡県伊東市吉田７４７－１４８
　吉田工場

181

クリーニング・リネ
ンサプライ業

旅館・ホテルなど各事業所へ提供する
シーツ・タオル・浴衣等（洗濯済みの
品物）を、機械へ投入する簡単な作業
です。
その後、仕上がった品物ををたたみ、
各事業所ごとに仕分けます。


パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆リネンサプライ
雇用期間の定めなし (1)8時00分～17時00分

静岡県伊東市玖須美元和田７３０－４８

時給

1,000円～1,000円

時給

944円～950円

静岡県伊東市玖須美元和田７２０
－１４３
中華そば　さくら（伊東ショッピ
ングプラザ　デュオ内）

180

クリーニング・リネ
ンサプライ業【吉田
工場】

旅館・ホテルなど各事業所へ提供する
タオル等（洗濯済みの品物）を、機械
へ投入する簡単な作業です。
その後、仕上がった品物ををたたみ、
各事業所ごとに仕分けます。

※アイロンがけの作業はありません。

パート労働者 交替制あり 株式会社　伊豆リネンサプライ
雇用期間の定めなし (1)9時00分～15時15分

時給 (2)11時00分～19時00

950円～950円
又は9時00分～19時00

静岡県伊東市湯川１－１０－１
パークロカンダ　１階
「魚民　伊東駅前店」

179

飲食店（中華そば
さくら）での業務全
般

○ラーメン店（中華そば　さくら）で
の業務全般
　
　食器洗浄、ホールスタッフ、レジ、
調理等

※調理方法はマニュアルがあり、丁寧

パート労働者 交替制あり 伊東商業開発　株式会社
雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時00分

時給 (2)20時00分～1時00分

944円～1,000円 (3)23時00分～4時00分
又は17時00分～4時00

静岡県伊東市富戸８４２

178

ホール・キッチンス
タッフ（魚民　伊東
駅前店）

１．ホールの仕事
　　・接客、ご案内、お見送り、注文
受け、配膳
　　・ドリンク作り、会計、片付け、
清掃　等

２．キッチンの仕事

パート労働者 交替制あり 株式会社モンテローザフーズ
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）(1)17時00分～22時00

時給

1,000円～1,000円

静岡県伊東市富戸１３１７－１１２１

177

土産物店販売員【灯
台売店】

伊東の海の絶景ポイント、城ケ崎門脇
灯台前の売店業務。
伊豆名産品などお土産の販売、
ソフトクリームやコーヒー、お団子な
ど軽食のテイクアウト販売の仕事で
す。


パート労働者 城ヶ崎観光開発　株式会社
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)9時30分～16時30分

時給 (2)10時00分～16時15

1,000円～1,000円 (3)16時30分～21時30
又は17時00分～21時30

静岡県伊東市富戸１００７－２７

176

レストラン業務
（ゴールデンウィー
ク明けから）

【Ｗワーク歓迎】【子育て中の方も歓
迎】【久しぶり勤務も歓迎】
伊豆高原にある、地元食材を使ったイ
タリアンレストラン『ミラコロ』にお
けるお仕事です。
○調理補助、料理盛りつけなどの厨房
業務

パート労働者 交替制あり ミラコロ合同会社
伊豆高原　地元食材イタリアン　ミラコロ雇用期間の定めなし (1)9時00分～16時15分

時給 (2)17時00分～20時30

1,000円～1,200円

静岡県伊東市富戸１３１７－５２
４３
エクシブ伊豆

175

飲食店ホール係 『伊豆高原　緑の中のお食事処　和む
ら』におけるホールのお仕事です。

料理の配膳、食器を下げる、注文をと
る、などを行います。

●営業時間について

パート労働者 ＫＡＺＵレストランシステム　株式会社
雇用期間の定めなし (1)10時00分～15時00

時給 厨房内での経験（種
別、年数は不問）1,600円～1,600円

又は7時15分～16時15

静岡県伊東市富戸１３１７－５２
４３
エクシブ伊豆

174

調理スタッフ／静岡
県伊東市

施設内での調理業務全般

・調理・食材下処理、切込み
・盛り付け　・配膳、下膳
・洗浄　
・厨房内清潔活動
（清掃、ごみ捨て、附帯する業務一

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15分～12時15分

時給 調理経験者

1,800円～1,800円
又は11時00分～20時00

静岡県伊東市八幡野１２６４ー６
０

173

調理師／静岡県伊東
市

調理業務全般調理全般をお任せします

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

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

時給

1,100円～1,200円

静岡県伊東市岡１３４８－３
ウェルネスの森伊東（当社施設）

172

客室及び館内清掃
【伊豆さくら山荘】

保養所の清掃業務です。
○客室清掃
　掃除機掛け・ゴミ集め・拭き掃除・
ベッドメーキング・
　アメニティ用品等備品の補充、等
○大浴場清掃
　浴室・脱衣所の清掃、備品の補充な

パート労働者 株式会社　馬渕商事　伊豆支店
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 (2)16時00分～22時30 接客業経験

1,100円～1,100円

静岡県伊東市湯川２９５
　伊東温泉　久遠

171

ウェルネスの森伊東
／レストランスタッ
フ

当社直営リゾートホテル内、レストラ
ンホール業務全般

・お客様案内
・配膳、下膳
・バイキング料理補充
・洗い場補助

パート労働者 交替制あり 株式会社　共立メンテナンス
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）(1)6時30分～11時00分

時給 人柄や意欲を重視し
た採用を心がけてい
ます！

1,000円～1,200円
又は17時00分～21時00

雇用期間の定めなし
株式会社　女将塾
『伊豆高原温泉　森の泉』　『伊東温泉
久遠』

交替制ありパート労働者■レストラン業務
・食事処のセット、片付け、
・お料理出し、お飲み物のご提供等

■洗い場
・食器や調理道具洗い
・食洗器や洗い場の掃除

夕食サービススタッ
フ【伊東温泉　久
遠】◆急募◆

170
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