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更新日 求人番号 職　　種 雇用形態 給与 ～ 給与2 年齢 就業場所 資　格 列1 経　験 列2

11月13日 01100-7094771 事務補助員 一般 ¥125,800 ～ ¥125,800 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
の操作ができる方

11月13日 01100-7095871 事務補助員 一般 ¥132,090 ～ ¥132,090 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
の操作ができる方

11月13日 01100-7096271 事務補助員 一般 ¥132,090 ～ ¥132,090 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
の操作ができる方

11月13日 01100-7085471 受付業務兼事務補助 一般 ¥134,800 ～ ¥134,800 不問 室蘭市 高卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
の操作ができる方

11月13日 01100-7034471 事務補助員 一般 ¥141,540 ～ ¥141,540 不問 室蘭市 高卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・または一太郎）
の操作ができる方

11月13日 01100-6623271 一般事務員 一般 ¥130,000 ～ ¥200,000 不問 室蘭市 不問 不問

11月13日 01100-6868171 診療クラーク 一般 ¥132,000 ～ ¥180,000 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作
（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使って定型ﾌｫｰﾑへの
入力ができること）

11月13日 01100-6769871 外来クラーク 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 不問 室蘭市 高卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ操作
（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使って定型ﾌｫｰﾑへの
入力ができること）

11月13日 01100-6808971 介護職員 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 59歳以下 登別市
介護職員初任者研修修了者
（ﾍﾙﾊﾟｰ２級）以上

不問

11月13日 01010-43559871 看護助手 一般 ¥140,000 ～ ¥150,000 不問 登別市 不問 不問

11月13日 01100-7047171 事務補助員 パート ¥870 ～ ¥1,160 不問 室蘭市 高卒程度
ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・一太郎の基本的な
操作ができる方

11月13日 01100-7043771 総合案内受付 パート ¥820 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問 不問

11月13日 01100-7047171 事務補助員 パート ¥870 ～ ¥1,160 不問 室蘭市 高卒程度
ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・一太郎の基本的な
操作ができる方

11月13日 01100-7065071 介護員 パート ¥980 ～ ¥980 不問 室蘭市
介護福祉士又は介護職員初任者研修修了者
（ﾍﾙﾊﾟｰ２級）以上必須
普通自動車免許（AT限定可・業務に使用）

不問（経験あれば尚可）

11月13日 01100-7061871 歯科助手 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 不問 不問

11月13日 01101-2618171 歯科助手 パート ¥820 ～ ¥820 不問 伊達市 高卒以上 不問

11月13日 01100-6747071 ヘルパー パート ¥823 ～ ¥900 不問 登別市
高校卒以上
普通運転免許（AT限定可・業務に使用）
ﾍﾙﾊﾟｰ２級（必須）

不問

11月13日 01100-6671471 臨時調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 登別市 不問 不問

11月13日 01101-2614771 調理補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 伊達市 不問 不問

10月30日 01100-6557571 保清員 一般 ¥130,000 ～ ¥130,000 不問 登別市 不問 不問

10月30日 01100-6618171 臨時事務補助 一般 ¥135,030 ～ ¥135,030 不問 登別市 不問 ﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方
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10月30日 01100-6569271 一般事務 一般 ¥129,600 ～ ¥129,600 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作できる方

10月30日 01100-6528271 窓口事務員 一般 ¥124,500 ～ ¥124,500 不問 室蘭市 高卒以上 不問

10月30日 01100-6531671 事務補助 一般 ¥125,800 ～ ¥125,800 不問 室蘭市 高卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）の
操作できる方

10月30日 01100-6520171 事務補助員 一般 ¥125,800 ～ ¥125,800 不問 室蘭市 高卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）の
操作できる方

10月30日 01101-2422271 支援員 一般 ¥146,000 ～ ¥176,500 不問 伊達市
高校卒業以上
普通自動車免許
（AT限定可：業務用）

不問

10月30日 01100-6601071 受付事務員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 登別市 不問 不問

10月30日 01100-6535871 事務補佐員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 高等学校卒業以上
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・PDF）を
使用して業務を行えること

10月30日 01100-6534771 事務補佐員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・ﾒｰﾙ）を
使用して業務を行えること

10月30日 01100-6602371 病棟クラーク パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問（経験あれば尚可）

10月30日 01100-6603671 病棟クラーク パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問（経験あれば尚可）

10月30日 01101-2429471 歯科助手 パート ¥850 ～ ¥850 不問 伊達市 不問 不問
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