
募集職種 

 

1. ナイトフロント     日給月給 フルタイムパート 

2. 調理師         月給   正社員 

3. 調理補助       時給   フルタイムパート（ショートタイムパート可） 

4. 内務係         月給   正社員 

5. 内務係         時給   フルタイムパート 

6. 客室係         月給   正社員 

7. 客室係         時給   フルタイムパート（ショートタイムパート可） 

8. 館内カラオケサロン 時給   ショートタイムパート 

9. 設備係         月給   正社員 

10. 設備係         時給   フルタイムパート（ショートタイムパート可） 

 

・職種   ナイトフロント 

雇用形態 日給 パート 

募集人数 若干名 

資格   特になし（経験あれば尚可） 

仕事内容 接客、電話対応、館内警備、簡単な清掃 

勤務時間 早番 20:00～翌 6:00 遅番 21:00～翌 7:00 

休日   月 8～10日（要相談） 

変則勤務 あり 

給料   日給 7,000円～ 

待遇   交通費、社会保険、雇用保険（車通勤可 2ｋｍからガソリン代支給） 

     単身寮又はルームシェアあり、食事支給 

 

・職種   調理師 

雇用形態 正社員 

募集人数 若干名 

資格   特になし（経験あれば尚可） 

仕事内容 夕・朝食の調理、盛付と食材等の管理 

勤務時間 6:00～18:30（中抜け休憩 4時間 30分） 

休日   4週 8休シフト制 

変則勤務 あり 

給料   月給 200,000 円~300,000円 

待遇   交通費、社会保険、雇用保険（車通勤可 2ｋｍからガソリン代支給） 

     単身寮又はルームシェアあり、食事支給 



・職種   調理補助 

雇用形態 フルタイムパート（ショートタイムパート可） 

募集人数 若干名 

資格   特になし（経験あれば尚可） 

仕事内容 炊飯と盛付と食材等の管理 

勤務時間 1.6:30～10:30 2.15:30～18:30（1.2のいずれでも可） 

休日   4週 8休シフト制（要相談） 

変則勤務 あり 

給料   時給 800円～850円 

待遇   交通費、（車通勤可 2ｋｍからガソリン代支給） 

      フルタイムは、単身寮又はルームシェアあり、食事支給、雇用保険、社会保険 

 

・職種   内務係 

雇用形態 フルタイムパート（ショートタイムパート可） 

募集人数 若干名 

資格   特になし 

仕事内容 料理運搬、宴会場セッティング、布団の敷き上げ、簡単な清掃や飲料補充 

勤務時間 1.7:30～10:30 2.15:30～20:30（1.2のいずれでも可） 

休日   4週 8休シフト制（要相談） 

変則勤務 あり 

給料   時給 800円～850円 

待遇   交通費（車通勤可 2ｋｍからガソリン代支給） 

      フルタイムは、単身寮又はルームシェアあり、食事支給、雇用保険、社会保険 

 

・職種   内務係 

雇用形態 正社員 

募集人数 若干名 

資格   特になし 

仕事内容 料理運搬、宴会場セッティング、布団の敷き上げ、簡単な清掃や飲料補充 

勤務時間 1.6:30～10:30 2.15:30～18:30 

休日   4週 8休シフト制 

変則勤務 あり 

給料   月給 160,000円～180,000円 

待遇   交通費、社会保険、雇用保険（車通勤可 2ｋｍからガソリン代支給） 

      単身寮又はルームシェアあり、食事支給 

 

 



・職種   客室係 

雇用形態 正社員 

募集人数 若干名 

資格   特になし（経験あれば尚可） 

仕事内容 客室の片付けとセッティング、料飲サービス 

勤務時間 1.7:00～10:30 2.16:00～20:30 

休日   4週 8休シフト制 

変則勤務 あり 

給料   月給 180,000円～230,000円 

待遇   交通費、社会保険、雇用保険（車通勤可 2ｋｍからガソリン代支給） 

      単身寮又はルームシェアあり、食事支給 

 

・職種   客室係 

雇用形態 フルタイムパート（ショートタイムパート可） 

募集人数 若干名 

資格   特になし（経験あれば尚可） 

仕事内容 客室の片付けとセッティング、料飲サービス 

勤務時間 1.7:00～10:30 2.16:00～20:30（1.2のいずれでも可） 

休日   4週 8休シフト制 

変則勤務 あり 

給料   時給 830円～1,100円 

待遇   交通費（車通勤可 2ｋｍからガソリン代支給） 

      フルタイムは、単身寮又はルームシェアあり、食事支給、雇用保険、社会保険 

 

・職種   館内カラオケサロン 

雇用形態 パート 

募集人数 若干名 

資格   特になし 

仕事内容 飲食の提供、雑務と会計 

勤務時間 19:30～21:30 

休日   シフト制 

変則勤務 あり（状況により 23:00程度） 

給料   時給 900円～1,000円 

待遇   車通勤可 2ｋｍからガソリン代支給 



・職種   設備係 

雇用形態 正社員 

募集人数 若干名 

資格   特になし（経験あれば尚可） 

仕事内容 風呂の清掃と管理、館内設備維持と雑務 

勤務時間 9:00～18:00（昼食休憩 1時間） 

休日   4週 8休シフト制 

変則勤務 あり 

給料   月給 180,000円~250,000円 

待遇   交通費、社会保険、雇用保険（車通勤可 2ｋｍからガソリン代支給） 

     単身寮又はルームシェアあり、食事支給 

 

・職種   設備係 

雇用形態 パート 

募集人数 若干名 

資格   特になし（経験あれば尚可） 

仕事内容 風呂の清掃と管理、館内設備維持と雑務 

勤務時間 1.9:00～13:30 2.14:30～18:00（1.2のいずれでも可） 

休日   4週 8休シフト制 

変則勤務 あり 

給料   時給 800円~900円 

待遇   交通費（車通勤可 2ｋｍからガソリン代支給） 

     フルタイムは、単身寮又はルームシェアあり、食事支給、雇用保険、社会保険 

 

 

求人に関するご応募とお問い合わせ先はこちら 

 

伊豆網代温泉 源泉の宿 松風苑 採用担当 

〒413-0102 熱海市下多賀 966 

TEL:0557-68-3151 


