
提供：ハローワーク岩内 令和　２年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

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

5月6日 01130-374111 水産加工員 一般 ¥148,800 ～ ¥148,800 不問 岩内町 不問 不問

5月6日 01130-380611 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 不問 不問

5月6日 01130-371311 生活援助員 一般 ¥176,600 ～ ¥176,600 不問 蘭越町 普通免許 介護業務への関心

5月6日 01010-14844011 移動ｽｰﾊﾟｰの販売ドライバー 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許（AT不可）中型8トン限定中型 いずれかで可 不問

5月6日 01131-632911 経理事務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

5月6日 01131-35210 観光乗馬施設ｽﾀｯﾌ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問

5月6日 01131-36510 農作業員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 喜茂別町 不問 不問

5月6日 01130-375711 水産加工員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 岩内町 不問 不問

5月6日 01130-370011 受付・事務補助 パート ¥898 ～ ¥1,120 不問 岩内町 不問 不問

5月6日 01131-639011 レジ担当 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

5月6日 01131-640911 いﾊﾟﾝ食品担当 パート ¥870 ～ ¥870 不問 倶知安町 不問 不問

4月26日 01130-362011 業務パートナー 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 64歳以下 岩内町 不問 不問

4月26日 01131-619811 臨床検査補助 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 倶知安町 不問 不問

4月26日 01131-622311 事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 普通免許　日商簿記2級尚可 経理、事務職経験

4月26日 01131-618711 事務員 一般 ¥154,000 ～ ¥169,400 不問 倶知安町 不問 不問

4月26日 01130-365911 歯科助手 パート ¥861 ～ ¥900 不問 岩内町 不問 不問

4月26日 01131-620411 コンビニエンスストア店員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

4月26日 01131-611511 菓子製造員 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

4月19日 01130-359711 一般行政事務 一般 ¥146,100 ～ ¥240,700 35歳以下 黒松内町 普通免許 不問

4月19日 01010-13759511
不動産の営業事務とホテル経
理事務

一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 35歳以下 倶知安町 普通免許 不問

4月19日 01131-608911 事務補助職員 一般 ¥117,822 ～ ¥161,209 不問 倶知安町 不問 医療事務経験
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4月19日 01010-12951011 売店の店長 一般 ¥167,880 ～ ¥167,880 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月19日 01131-602211 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 ニセコ町 不問 不問

4月19日 01240-8074511 学校給食センター業務 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 不問 不問

4月19日 01131-604411
母子福祉資金等償還
促進協力員

パート ¥942 ～ ¥1,175 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月19日 13010-30237011
リゾートホテル客室アテンダン
ト

パート ¥900 ～ ¥1,100 20歳以上 ニセコ町 普通免許 不問

4月19日 01131-607611 医療事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 真狩村 医療事務業務必須 電子カルテ操作・レセプト請求の経験者

4月12日 01131-447611 清掃作業員 一般 ¥186,000 ～ ¥186,000 40歳以下 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問

4月12日 01020-4008711 施設管理係 一般 ¥200,000 ～ ¥230,000 59歳以下 倶知安町 普通免許
社会人勤務経験3年以上(職種は不問)※勤務経
験3年未満の場合、賃金は別途相談

4月12日 01131-510111 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月12日 01131-544911 店舗カウンタースタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月12日 01131-482711 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 普通免許 事務経験のある方優遇

4月12日 01131-486411 総合体育館管理職員 一般 ¥113,652 ～ ¥154,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月12日 01131-450211 歯科助手・受付 一般 ¥172,000 ～ ¥210,000 不問 倶知安町 不問 不問

4月12日 01131-410011 経理・総務事務 一般 ¥153,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 普通免許 経理経験(財務管理経験尚可)

4月12日 01131-322511 歯科助手 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 不問 倶知安町 不問 不問

4月12日 01131-336111 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月12日 01131-224711 一般事務 一般 ¥155,000 ～ ¥170,000 不問 倶知安町 普通免許 建設業での事務経験

4月12日 01131-526311 加工食品製造員 一般 ¥144,900 ～ ¥193,200 59歳以下 倶知安町 普通免許 不問

4月12日 01131-294411 事務員 一般 ¥154,000 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月12日 01131-406111 ホール・調理補助 一般 ¥120,000 ～ ¥220,000 不問 京極町 不問 不問

4月12日 01131-201511 介護福祉士 一般 ¥190,000 ～ ¥200,000 59歳以下 京極町 介護福祉士 不問

4月12日 01131-520711 客室係 一般 ¥137,760 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問
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4月12日 01131-403311 サービス係 一般 ¥146,800 ～ ¥200,000 44歳以下 ニセコ町 普通免許 不問

4月12日 01131-327911 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

4月12日 01131-536911 ピザ店スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

4月12日 01131-497911 障がい者支援施設支援員 一般 ¥183,000 ～ ¥263,000 不問 喜茂別町 普通免許 不問

4月12日 01131-387111 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可
(未経験の方も応募可能です)

4月12日 01131-364511
道の駅の直売場で地場産野菜
や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

4月12日 01131-599411 一般事務 一般 ¥139,140 ～ ¥139,140 不問 真狩村 不問 不問

4月12日 01131-503711 事務補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許 経理事務経験

4月12日 01131-465111 客室清掃【コテージ】 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

4月12日 01131-462311 歯科助手 パート ¥1,300 ～ ¥1,300 不問 倶知安町 不問 不問

4月12日 01131-454311 受付窓口業務 パート ¥897 ～ ¥1,019 不問 倶知安町 不問 不問

4月12日 01131-361711 客室清掃【コテージ】 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

4月12日 01131-405911 総務事務補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 京極町 普通免許 不問

4月12日 01131-317011 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

4月12日 01131-188511 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

4月12日 01131-315511 調剤薬局事務 パート ¥900 ～ ¥950 不問 ニセコ町 不問 不問

4月12日 01131-187211 ピザ店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

4月12日 01131-420611 歯科助手 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

4月12日 01131-282811 ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 真狩村 不問 不問

4月12日 01130-297211 ホテル経営管理業務 一般 ¥162,000 ～ ¥300,000 不問 岩内町 普通免許 社会人(正社員として)経験3年以上

4月12日 01130-326711 介護員 一般 ¥131,100 ～ ¥155,000 18歳以上 岩内町 ヘルパー1級尚可、ヘルパー2級尚可、介護福祉士尚可 不問

4月12日 01130-334711 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問
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4月12日 01130-138611 事務兼販売員 一般 ¥152,000 ～ ¥178,000 不問 岩内町 普通免許（AT不可） 事務経験、販売経験尚可

4月12日 01130-320411 事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 不問 岩内町 普通免許（AT不可） 経験尚可

4月12日 01130-224411 事務管理員 一般 ¥155,700 ～ ¥164,350 18歳～59歳 岩内町 普通免許 不問

4月12日 01130-149111 水産加工員 一般 ¥145,320 ～ ¥145,320 不問 岩内町 不問 不問

4月12日 01130-101411 介護員 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳以上 岩内町 普通免許 不問

4月12日 01130-158711 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 積算経験尚可

4月12日 01130-147611 総務 一般 ¥150,800 ～ ¥202,800 35歳以下 共和町 普通免許 不問

4月12日 01130-96711 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

4月12日 01130-185511 介護職員 一般 ¥154,100 ～ ¥268,800 18歳以上 共和町 不問 不問

4月12日 01130-190811
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問

4月12日 01130-197911 施設管理 一般 ¥195,000 ～ ¥220,000 不問 寿都町 普通免許 不問

4月12日 01130-191211 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

4月12日 01130-218611 給食調理員 一般 ¥169,100 ～ ¥169,100 不問 寿都町 普通免許 不問

4月12日 01130-292611 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 黒松内町 普通免許
PC操作(ワード・エクセルを使用して簡単な書類
作成ができること、メールの送受信ができること)

4月12日 01130-212811 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

4月12日 01130-213211 食品製造技術員 一般 ¥146,100 ～ ¥240,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

4月12日 01130-313011 支援員 一般 ¥178,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 不問 不問

4月12日 01130-183811 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

4月12日 01130-332911 製造員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 蘭越町 不問 不問

4月12日 01130-333111 製造員 一般 ¥171,000 ～ ¥171,000 不問 蘭越町 不問 不問

4月12日 01130-286111 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 40歳以下 蘭越町 普通免許、日商簿記2級尚可 不問

4月12日 01130-259011 調理 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 40歳以下 蘭越町 普通免許 不問
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4月12日 01130-100511 介護職員 一般 ¥156,000 ～ ¥186,000 18歳以上 蘭越町 介護福祉士 不問

4月12日 01130-107711 ホームヘルパー(訪問介護員) 一般 ¥176,600 ～ ¥212,700 不問 蘭越町
普通免許、介護職員初任者研修ヘルパー2級い
ずれかで可

不問

4月12日 01130-225011 清掃代行員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許(通勤用) 家事などの清掃経験

4月12日 01130-199711 作業用品の販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩内町 不問 不問

4月12日 01130-354011 一般事務 パート ¥870 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許 PCできる方尚可

4月12日 01130-272511 一般事務 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 岩内町 普通免許 不問

4月12日 01130-264211 コンビニエンスストア店員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

4月12日 01130-226311 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

4月12日 01130-263811 介護職員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 共和町 介護職員初任者研修尚可、介護福祉士尚可 調理のできる方尚可

4月12日 01130-204811 フロント・ホールスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 蘭越町 普通免許(通勤用) 不問

4月5日 01130-292611 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 黒松内町 普通免許
PC操作(ワード・エクセルを使用して簡単な書類
作成ができること、メールの送受信ができること)

4月5日 01130-286111 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 40歳以下 蘭越町 普通免許、日商簿記2級尚可 不問

4月5日 01131-482711 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 普通免許 事務経験のある方優遇

4月5日 01131-486411 総合体育館管理職員 一般 ¥113,652 ～ ¥154,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月5日 01131-472911
事務員(受付、予約窓口・医師
事務作業補助者)

一般 ¥130,500 ～ ¥142,500 不問 倶知安町 不問 不問

3月29日 01130-266411 介護員 一般 ¥140,200 ～ ¥140,200 不問 岩内町 普通免許、介護職員初任者研修 介護経験

3月29日 01130-268311 求職等調理業務 一般 ¥148,104 ～ ¥148,104 不問 黒松内町 不問 不問

3月29日 01130-272511 一般事務 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 岩内町 普通免許 不問

3月29日 01130-264211 コンビニエンスストア店員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

3月29日 01130-263811 介護職員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 共和町 介護職員初任者研修尚可、介護福祉士尚可 調理のできる方尚可

3月29日 01130-276611 事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 蘭越町 普通免許 簿記

3月29日 01131-465111 客室清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問
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3月29日 01131-462311 歯科助手 パート ¥1,300 ～ ¥1,300 不問 倶知安町 不問 不問

3月29日 01131-454311 受付窓口業務 パート ¥897 ～ ¥1,019 不問 倶知安町 不問 不問

3月29日 01240-6599811 販売員 パート ¥861 ～ ¥950 不問 ニセコ町 不問 不問

3月22日 01130-245111 電話応対及び一般事務 一般 ¥125,660 ～ ¥156,720 不問 岩内町 普通免許 不問

3月22日 01131-450211 歯科助手・受付 一般 ¥172,000 ～ ¥210,000 不問 倶知安町 不問 不問

3月22日 01131-446311 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

3月22日 01131-441811 経理・総務事務 一般 ¥171,592 ～ ¥240,229 不問 ニセコ町 普通免許
経験多少であれば、歓迎　日商簿記3級程度の
知識(未経験者可)

3月22日 01130-252911 一般事務員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 岩内町 普通免許 PC操作

3月22日 01131-439911 事務補助職員 パート ¥890 ～ ¥1,010 不問 倶知安町 不問 PC操作

3月22日 13070-15815511
ヴィラルピシア接客販売スタッ
フ

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 普通免許（AT不可）
接客や販売の経験ある方(レストランでのホール
担当、ショップでの販売など)

3月22日 01131-452411 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,300 不問 倶知安町 不問 不問

3月22日 01131-444411 事務補助 パート ¥1,022 ～ ¥1,022 不問 倶知安町 不問 不問

3月15日 01131-417211 事務職員 一般 ¥160,500 ～ ¥160,500 59歳以下 倶知安町 不問 PC基本操作できる方(ワード・エクセル)

3月15日 01131-410011 経理・総務事務 一般 ¥153,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 普通免許 経理経験(財務管理経験尚可)

3月15日 01131-322511 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

3月15日 01131-336111 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

3月15日 01131-345711 歯科助手 一般 ¥143,000 ～ ¥220,000 不問 倶知安町 不問
新卒可脳です。歯科アシスタント経験者なら尚
可。
ただし、初めてこの仕事にチャレンジしたい場合

3月15日 01131-393611 事務補助員 一般 ¥107,640 ～ ¥134,280 不問 倶知安町 不問 PC操作が可能なこと(エクセル、文書ソフト)

3月15日 01131-295011 事務補助職員 一般 ¥117,822 ～ ¥161,209 不問 倶知安町 不問 医療事務経験

3月15日 01131-183911 営業職員 一般 ¥193,000 ～ ¥198,000 44歳以下 倶知安町 普通免許、中型いずれかで可 不問

3月15日 01131-223111 一般事務 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 倶知安町 普通免許 不問

3月15日 01131-151111 事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問
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3月15日 01131-27311 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

3月15日 01131-69011 介護福祉士 一般 ¥148,500 ～ ¥187,500 不問 倶知安町 介護福祉士 不問

3月15日 01131-300311 総合体育館管理職員 一般 ¥113,652 ～ ¥154,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

3月15日 01131-294411 事務員 一般 ¥154,000 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

3月15日 01131-251411 知的障がい者支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

3月15日 01131-22811 加工食品製造員 一般 ¥144,900 ～ ¥193,200 59歳以下 倶知安町 普通免許 不問

3月15日 01131-406111 ホール・調理補助 一般 ¥120,000 ～ ¥220,000 不問 京極町 不問 不問

3月15日 01131-200211 介護員 一般 ¥172,000 ～ ¥172,000 59歳以下 京極町 不問 不問

3月15日 01131-201511 介護福祉士 一般 ¥190,000 ～ ¥200,000 59歳以下 京極町 介護福祉士 不問

3月15日 01131-327911 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

3月15日 01131-40211 客室係 一般 ¥137,760 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

3月15日 01131-159611 ピザ店スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

3月15日 01131-397811 厨房スタッフ 一般 ¥126,720 ～ ¥144,000 不問 喜茂別町 普通免許 経験者尚可

3月15日 01131-283211 記帳担当職員 一般 ¥137,600 ～ ¥150,000 35歳以下 喜茂別町 普通免許、日商簿記3級 不問

3月15日 01131-125611 障がい者支援施設支援員 一般 ¥182,000 ～ ¥249,000 不問 喜茂別町 普通免許 不問

3月15日 01131-364511
道の駅直売場で地場産
野菜や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

3月15日 01131-391011 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

3月15日 01131-160811 野菜・お花及び雑貨販売員 一般 ¥118,800 ～ ¥118,800 不問 真狩村 普通免許（AT不可） 不問

3月15日 01131-418511 事務職員 パート ¥920 ～ ¥920 59歳以下 倶知安町 不問 不問

3月15日 01010-8081911 事務補助 パート ¥923 ～ ¥1,152 不問 倶知安町 不問 不問

3月15日 01131-361711 客室清掃【コテージ】 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

3月15日 01131-405911 総務事務補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 京極町 普通免許（AT限定可） 不問

7 ページ



提供：ハローワーク岩内 令和　２年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

3月15日 01131-317011 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

3月15日 01131-188511 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

3月15日 01131-21711 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

3月15日 01131-315511 調剤薬局事務 パート ¥900 ～ ¥950 不問 ニセコ町 不問 不問

3月15日 01131-420611 歯科助手 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

3月15日 01131-360111 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級、介護福祉士尚可　介護福祉士の方
は優遇いたします

介護士としての職歴

3月15日 01130-138611 事務兼販売員 一般 ¥152,000 ～ ¥178,000 不問 岩内町 普通免許（AT不可） 事務経験、販売経験尚可

3月15日 01130-102011 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

3月15日 01130-114111 ゴミ収集作業スタッフ 一般 ¥165,000 ～ ¥173,000 40歳以下 岩内町 普通免許 不問

3月15日 01130-67311 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

3月15日 01130-149111 水産加工員 一般 ¥145,320 ～ ¥145,320 不問 岩内町 不問 不問

3月15日 01130-101411 介護員 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳以上 岩内町 普通免許 不問

3月15日 01130-61711 事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 不問 岩内町 普通免許（AT不可） 経験尚可

3月15日 01070-893311 事務職 一般 ¥113,106 ～ ¥141,057 不問 岩内町 不問 不問

3月15日 01130-158711 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 積算経験尚可

3月15日 01130-147611 総務 一般 ¥150,800 ～ ¥202,800 35歳以下 共和町 普通免許 不問

3月15日 01130-137311
社会福祉協議会　福祉活動専
門員

一般 ¥159,300 ～ ¥248,400 35歳以下 共和町 普通免許 不問

3月15日 01130-133211 一般事務 一般 ¥131,961 ～ ¥164,567 不問 共和町 不問 PC操作(ワード・エクセル、一太郎)

3月15日 01130-134511 一般事務 一般 ¥131,961 ～ ¥164,567 不問 共和町 不問 PC操作(ワード・エクセル、一太郎)

3月15日 01130-130111 主事(非常勤)総務 一般 ¥141,057 ～ ¥141,057 不問 共和町 普通免許 不問

3月15日 01130-96711 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

3月15日 01130-190811
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問
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3月15日 01130-191211 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

3月15日 01010-4606511 支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 18歳～64歳 寿都町 不問 不問

3月15日 01230-2472911 介護従業者 一般 ¥153,700 ～ ¥166,700 18歳～59歳 寿都町 介護職員初任者研修 不問

3月15日 01130-183811 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

3月15日 01130-17011 支援員 一般 ¥178,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 不問 不問

3月15日 01130-100511 介護職員 一般 ¥156,000 ～ ¥186,000 18歳以上 蘭越町 介護福祉士尚可 不問

3月15日 01130-225011 清掃代行員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許(通勤用) 家事などの清掃経験

3月15日 01130-199711 作業用品の販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩内町 不問 不問

3月15日 01130-226311 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

3月15日 01130-52111 乳製品の製造工 パート ¥910 ～ ¥910 不問 岩内町 不問 不問

3月15日 01131-298911 日常清掃 パート ¥861 ～ ¥861 不問 共和町 不問 不問

3月15日 01131-220311 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 蘭越町 普通免許 経験者優遇

3月8日 01130-182711 生活支援員 一般 ¥151,200 ～ ¥157,500 不問 岩内町 普通免許 不問

3月8日 01070-893311 事務職 一般 ¥113,106 ～ ¥141,057 不問 共和町 不問 不問

3月8日 01130-158711 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 積算経験尚可

3月8日 01130-185511 介護職員 一般 ¥154,100 ～ ¥268,800 18歳以上 共和町 不問 不問

3月8日 01130-190811
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問

3月8日 01130-191211 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

3月8日 01130-212811 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

3月8日 01130-213211 食品製造技術員 一般 ¥146,100 ～ ¥240,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

3月8日 01130-183811 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

3月8日 01131-322511 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問
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3月8日 01131-345711 歯科助手 一般 ¥143,000 ～ ¥220,000 不問 倶知安町 不問
新卒可脳です。歯科アシスタント経験者なら尚
可。
ただし、初めてこの仕事にチャレンジしたい場合

3月8日 01131-362811 【障】教育事務補助員 一般 ¥113,109 ～ ¥151,354 不問 倶知安町 不問 不問

3月8日 01131-393611 事務補助員 一般 ¥107,640 ～ ¥134,280 不問 倶知安町 不問 PC操作が可能なこと(エクセル、文書ソフト)

3月8日 01131-327911 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

3月8日 01131-387111 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可
(未経験の方も応募可能です)

3月8日 01131-397811 厨房スタッフ 一般 ¥126,720 ～ ¥144,000 不問 喜茂別町 普通免許 経験者尚可

3月8日 01131-325311 介護職員 一般 ¥140,500 ～ ¥160,500 不問 留寿都村 介護職員初任者研修尚可 業務経験

3月8日 01131-364511
道の駅直売場で地場産
野菜や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

3月8日 01130-225011 清掃代行員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許(通勤用) 家事などの清掃経験

3月8日 01130-221811 岩内町社会教育指導員 パート ¥897 ～ ¥1,159 不問 岩内町 不問 不問

3月8日 01130-222211 岩内町社会教育指導員 パート ¥897 ～ ¥1,159 不問 岩内町 不問 不問

3月8日 01130-226311 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

3月8日 01130-219911 給食調理員 パート ¥898 ～ ¥898 不問 寿都町 普通免許(通勤用) 不問

3月8日 01130-214511 特産品の販売員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

3月8日 01130-215411 食品製造技術員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

3月8日 01131-402011 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

3月8日 01131-361711 客室清掃【コテージ】 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

3月8日 01131-317011 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

3月8日 01131-326611 介護職員 パート ¥910 ～ ¥920 不問 喜茂別町 不問 不問

3月8日 01131-360111 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級、介護福祉士尚可　介護福祉士の方
は優遇いたします

介護士としての職歴

3月1日 01130-149111 水産加工員 一般 ¥145,320 ～ ¥145,320 不問 岩内町 不問 不問

3月1日 01130-147611 総務 一般 ¥150,800 ～ ¥202,800 35歳以下 共和町 普通免許 不問
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3月1日 01130-143511 清掃作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 不問

3月1日 01131-295011 事務補助職員 一般 ¥117,822 ～ ¥161,209 不問 倶知安町 不問 医療事務経験

3月1日 01131-293511 環境係事務員 一般 ¥107,640 ～ ¥122,280 不問 倶知安町 不問 不問

3月1日 01131-294411 事務員 一般 ¥154,000 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

3月1日 01131-288611 経理部 一般 ¥173,000 ～ ¥232,000 不問 ニセコ町 不問 経理実務経験・簿記等有資格者優遇

3月1日 01131-299111 事務補助 パート ¥1,022 ～ ¥1,022 不問 倶知安町 不問 不問

2月22日 01130-138611 事務兼販売員 一般 ¥152,000 ～ ¥178,000 不問 岩内町 普通免許（AT不可） 事務経験、販売経験尚可

2月22日 01130-137311
社会福祉協議会　福祉活動専
門員

一般 ¥159,300 ～ ¥248,400 35歳以下 共和町 普通免許 不問

2月22日 01131-251411 知的障がい者支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

2月22日 01131-283211 記帳担当職員 一般 ¥137,600 ～ ¥150,000 35歳以下 喜茂別町 普通免許、日商簿記3級 不問

2月22日 01131-281711 調理師または調理補助 一般 ¥180,000 ～ ¥300,000 不問 真狩村 不問 調理経験者

2月22日 01131-269411 税務納税事務補助 パート ¥897 ～ ¥1,019 不問 倶知安町 不問 PC(ワード、エクセル)の操作可能な方

2月22日 01131-272111 保育士補助 パート ¥897 ～ ¥1,019 不問 倶知安町 不問 不問

2月22日 01131-274811 支援員補助 パート ¥897 ～ ¥1,019 不問 倶知安町 不問 不問

2月22日 01131-250511 ハウスキーパー パート ¥1,150 ～ ¥1,150 不問 倶知安町 不問 清掃経験

2月15日 01131-242511 調剤薬局事務兼助手 一般 ¥145,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 不問 不問

2月15日 01131-207111 事務員 一般 ¥140,600 ～ ¥170,200 不問 倶知安町 不問 不問

2月15日 01131-223111 一般事務 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 倶知安町 普通免許 不問

2月15日 01131-224711 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 不問 倶知安町 普通免許 建設業での事務経験

2月15日 01131-151111 事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

2月15日 01131-131011 事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥248,000 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

2月15日 01131-6811 介護員 一般 ¥151,700 ～ ¥207,300 不問 倶知安町 普通免許、ヘルパー2級尚可、介護福祉士尚可 不問
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2月15日 01131-7211 介護員 一般 ¥161,700 ～ ¥217,300 不問 倶知安町 普通免許、介護福祉士 不問

2月15日 01131-27311 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

2月15日 01131-61611 店舗カウンタースタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

2月15日 01131-62911 旅行業務全般 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

2月15日 01131-2079001 歯科助手 一般 ¥143,000 ～ ¥220,000 不問 倶知安町 不問
新卒可脳です。歯科アシスタント経験者なら尚
可。
ただし、初めてこの仕事にチャレンジしたい場合

2月15日 01131-2080901 歯科受付 一般 ¥143,000 ～ ¥220,000 35歳以下 倶知安町 不問 不問

2月15日 01080-2912401 紳士服の製造 一般 ¥149,000 ～ ¥150,000 59歳以下 倶知安町 不問 不問

2月15日 01240-21540101 倉庫内作業 一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問

2月15日 01131-1995601 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

2月15日 01131-2001201 看護助手 一般 ¥130,500 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

2月15日 01131-2020001 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

2月15日 01240-20932901 登録販売者 一般 ¥190,000 ～ ¥270,000 18歳～59歳 倶知安町 普通免許、登録販売者(一般医薬品)
登録販売者としての管理者要件を満たしている
方

2月15日 01131-22811 加工食品製造員 一般 ¥144,900 ～ ¥193,200 59歳以下 倶知安町 普通免許 不問

2月15日 01131-2014901 チーズ製造 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

2月15日 01131-2015101 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

2月15日 01131-159611 ピザ店スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

2月15日 01131-136711 学校公務補 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 喜茂別町 普通免許（AT不可） 不問

2月15日 01131-125611 障がい者支援施設支援員 一般 ¥182,000 ～ ¥249,000 不問 喜茂別町 普通免許 不問

2月15日 01131-2061501 歯科助手 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

2月15日 01131-1961601 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可
(未経験の方も応募可能です)

2月15日 01131-1977001 介護職員 一般 ¥140,500 ～ ¥160,500 不問 留寿都村 介護職員初任者研修尚可 業務経験

2月15日 01131-2041401
道の駅直売場で地場産
野菜や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問
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2月15日 01131-160811 野菜・お花及び雑貨販売員 一般 ¥118,800 ～ ¥118,800 不問 真狩村 普通免許（AT不可） 不問

2月15日 01010-4849211 調理員 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 不問 不問

2月15日 01131-229011 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥930 不問 倶知安町 不問 高校卒業程度の知識を有する方

2月15日 01131-230911 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥930 不問 倶知安町 不問 高校卒業程度の知識を有する方

2月15日 01131-64711 事務補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許 経理事務経験

2月15日 01131-2082401 歯科受付 パート ¥900 ～ ¥1,300 不問 倶知安町 不問 医員受付経験

2月15日 01131-2075701 セレモニースタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,083 不問 倶知安町 普通免許 不問

2月15日 01131-1990801 客室清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

2月15日 01131-1963101 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

2月15日 01070-648011 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 ニセコ町 不問 不問

2月15日 01131-188511 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

2月15日 01131-21711 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

2月15日 01130-102011 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

2月15日 01130-67311 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

2月15日 01130-101411 介護員 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳以上 岩内町 普通免許 不問

2月15日 01130-105911 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 岩内町
ホームヘルパー2級以上もしくは介護職員初任者
研修以上のいずれかで可

不問

2月15日 01130-61711 事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 不問 岩内町 普通免許（AT不可） 経験尚可

2月15日 01130-948501 業務管理員 一般 ¥155,700 ～ ¥164,350 18歳～59歳 岩内町 普通免許 不問

2月15日 01130-96711 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

2月15日 01130-941601
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問

2月15日 01010-4606511 支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 18歳～64歳 寿都町 不問 不問

2月15日 01130-943101 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問
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2月15日 01130-931501 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

2月15日 01130-936101 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

2月15日 01130-17011 支援員 一般 ¥178,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 不問 不問

2月15日 01130-929401 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

2月15日 01130-100511 介護職員 一般 ¥156,000 ～ ¥186,000 18歳以上 蘭越町 介護福祉士尚可 不問

2月15日 01130-59311 製造員 一般 ¥171,000 ～ ¥171,000 不問 蘭越町 不問 不問

2月15日 01130-60111 製造員(正社員) 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 蘭越町 不問 不問

2月15日 01130-118511 クリーニング受付係 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

2月15日 01130-985101 一般事務員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 岩内町 不問 不問

2月15日 01130-958301 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

2月15日 01070-328911 電力量計の検針業務 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 寿都町 普通免許 不問

2月15日 01131-220311 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 蘭越町 普通免許 経験者優遇

2月15日 01130-968901 フロント・ホールスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 蘭越町 普通免許(通勤用) 不問

2月8日 01130-102011 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

2月8日 01130-124811 水産加工員 一般 ¥137,760 ～ ¥138,400 不問 岩内町 不問 不問

2月8日 01130-127411 一般相談員(申請相談員) 一般 ¥146,900 ～ ¥169,780 不問 岩内町 不問
各種助成金の運営に関する業務に深い関心と
理解を有する方・企業において助成金の支給申
請事務等の経験尚可

2月8日 01130-76311 一般事務及び営業 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 岩内町 普通免許 不問

2月8日 01130-101411 介護員 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳以上 岩内町 普通免許 不問

2月8日 01130-105911 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 岩内町 不問 不問

2月8日 01130-96711 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

2月8日 01130-100511 介護職員 一般 ¥156,000 ～ ¥186,000 18歳以上 蘭越町 介護福祉士尚可 不問

2月8日 01131-207111 事務員 一般 ¥140,600 ～ ¥170,200 不問 倶知安町 不問 不問
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2月8日 01131-223111 一般事務 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 倶知安町 普通免許 不問

2月8日 01131-224711 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 不問 倶知安町 普通免許 建設業での事務経験

2月8日 01131-200211 介護員 一般 ¥172,000 ～ ¥172,000 59歳以下 京極町 不問 不問

2月8日 01131-201511 介護福祉士 一般 ¥190,000 ～ ¥200,000 59歳以下 京極町 介護福祉士 不問

2月8日 01131-214911 販売員 一般 ¥153,120 ～ ¥153,120 不問 京極町 普通免許 経験者優遇

2月8日 01131-171411 サブマネージャー候補 一般 ¥168,000 ～ ¥218,400 不問 ニセコ町 普通免許（AT不可） 英語はできなくても可、接客経験尚可

2月8日 01131-218211 販売員 一般 ¥153,120 ～ ¥153,120 不問 ニセコ町 普通免許 経験者優遇

2月8日 01131-159611 ピザ店スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

2月8日 01131-216711 販売員 一般 ¥153,120 ～ ¥153,120 不問 喜茂別町 普通免許（AT不可） 経験者優遇

2月8日 01131-160811 野菜・お花及び雑貨販売員 一般 ¥118,800 ～ ¥118,800 不問 真狩村 普通免許（AT不可） 不問

2月8日 01070-476811 電力量計の検針業務 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 岩内町 普通免許 不問

2月8日 01130-118511 クリーニング受付係 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

2月8日 01130-74411 事務職員 パート ¥900 ～ ¥970 不問 泊村 普通免許 事務職経験

2月8日 01131-220311 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 蘭越町 普通免許 経験者優遇

2月8日 01131-229011 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥930 不問 倶知安町 不問 高校卒業程度の知識を有する方

2月8日 01131-230911 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥930 不問 倶知安町 不問 高校卒業程度の知識を有する方

2月8日 01131-232711 書店店員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 倶知安町 不問 不問

2月8日 01131-215111 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 京極町 普通免許 経験者優遇

2月8日 01131-186811 子ども館補助支援員 パート ¥897 ～ ¥897 不問 ニセコ町 不問 不問

2月8日 01131-188511 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

2月8日 01131-197411 介護員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 ヘルパー2級尚可、介護福祉士尚可 不問

2月8日 01131-219511 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 ニセコ町 普通免許 経験者優遇
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2月8日 13070-6634111 ニセコ工場【物流作業】 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 普通免許 食品工場での経験ある方歓迎

2月8日 13070-6642111 ニセコ工場【菓子製造】 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 普通免許 食品工場での経験

2月8日 01131-187211 ピザ店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

2月8日 01131-217811 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 喜茂別町 不問 経験者優遇

2月1日 01130-70711 子育て支援員及び保育補助 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 寿都町 普通免許 子育ての経験

2月1日 01131-151111 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 不問 不問

2月1日 01240-1578711 学校給食センター業務 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 不問 不問

2月1日 01131-145811 生鮮食品加工員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 喜茂別町 普通免許 経験者優遇

1月25日 01130-67311 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

1月25日 01130-61711 事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 不問 岩内町 普通免許（AT不可） 経験尚可

1月25日 01230-1035711 厨房スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 寿都町 不問 不問

1月25日 01131-130411 営業事務 一般 ¥190,000 ～ ¥248,000 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

1月25日 01131-131011 事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥248,000 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

1月25日 01131-136711 学校公務補 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 喜茂別町 普通免許（AT不可） 不問

1月25日 01070-327611 電力量計の検針業務 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 岩内町 普通免許 不問

1月25日 01070-328911 電力量計の検針業務 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 寿都町 普通免許 不問

1月18日 01130-59311 製造員 一般 ¥171,000 ～ ¥171,000 不問 蘭越町 不問 不問

1月18日 01130-57411 介護員 一般 ¥117,000 ～ ¥117,000 不問 蘭越町 介護職員初任者研修尚可・ヘルパー2級尚可 不問

1月18日 01130-58011 給食調理員 一般 ¥126,000 ～ ¥164,000 不問 蘭越町 調理師尚可 不問

1月18日 01010-1793811 事務職員 一般 ¥167,580 ～ ¥167,580 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月18日 01131-129811 生活支援員 一般 ¥238,000 ～ ¥238,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月18日 01131-127111 製造作業員 一般 ¥147,000 ～ ¥147,000 不問 京極町 不問 不問
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1月18日 01010-1315411 スーパーの日常清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

1月18日 13040-5582611 事務職 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

1月18日 01131-120211 蕎麦の製粉・製造アルバイト パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

1月18日 01131-121511
母子福祉資金等償還
促進協力員

パート ¥942 ～ ¥1,175 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01131-6811 介護員 一般 ¥151,700 ～ ¥207,300 不問 倶知安町
普通免許、ヘルパー2級尚可
介護福祉士尚可

不問

1月12日 01131-24511 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01131-27311 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01131-61611 店舗カウンタースタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01131-62911 旅行業務全般 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01131-91411 一般事務 一般 ¥114,000 ～ ¥114,000 不問 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-2079001 歯科助手 一般 ¥143,000 ～ ¥220,000 不問 倶知安町 不問
新卒可脳です。歯科アシスタント経験者なら尚可。
ただし、初めてこの仕事にチャレンジしたい場合も
丁寧に指導します。

1月12日 01131-2080901 歯科受付 一般 ¥143,000 ～ ¥220,000 35歳以下 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-2062001 住民係事務員 一般 ¥110,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 不問 不問

1月12日 01080-2912401 紳士服の製造 一般 ¥149,000 ～ ¥150,000 59歳以下 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-1995601 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01131-2001201 看護助手 一般 ¥130,500 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-2020001 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-1909201 事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥248,000 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01131-1860701 一般事務 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01131-22811 加工食品製造員 一般 ¥144,900 ～ ¥193,200 59歳以下 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01040-13278301 事務係 一般 ¥155,000 ～ ¥170,000 不問 京極町 普通免許 不問

1月12日 01131-2014901 チーズ製造 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問
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1月12日 01131-1831301 清掃員 一般 ¥144,000 ～ ¥159,600 不問 京極町 不問 不問

1月12日 01131-1894801 一般事務及び配達 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

1月12日 01131-2061501 歯科助手 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

1月12日 01131-1961601 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可
(未経験の方も応募可能です)

1月12日 01131-2064601 事務嘱託員 一般 ¥209,020 ～ ¥218,400 不問 留寿都村 普通免許（AT不可） 不問

1月12日 01131-197001 介護職員 一般 ¥140,500 ～ ¥160,500 不問 留寿都村 介護職員初任者研修尚可 業務経験

1月12日 01131-2041401
道の駅直売場で地場産
野菜や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

1月12日 01131-2038001 清掃員 パート ¥950 ～ ¥1,000 59歳以下 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-1881601 日常清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-2611 介護員 パート ¥865 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 介護福祉士尚可 不問

1月12日 01131-25411 職業指導員 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01131-103211 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許　※AT限定可 不問

1月12日 01130-967601 受付・事務補助 パート ¥898 ～ ¥1,055 不問 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-1990801 客室清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-1994301 職業指導員 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 普通免許 不問

1月12日 01131-1943501 食器洗浄係 パート ¥861 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-1910001 事務補助員 パート ¥898 ～ ¥1,055 不問 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-23211 加工食品製造員 パート ¥900 ～ ¥1,200 59歳以下 倶知安町 普通免許　通勤用 不問

1月12日 01131-1857301 菓子製造員 パート ¥920 ～ ¥920 不問 倶知安町 不問 不問

1月12日 01131-1963101 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 京極町
介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可、
ヘルパー2級尚可

不問

1月12日 01131-1855501 子ども館補助支援員 パート ¥897 ～ ¥897 不問 ニセコ町 不問 不問

1月12日 01131-1885701 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問
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1月12日 01131-1879801 日常清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 喜茂別町 不問 不問

1月12日 01131-1978301 介護職員 パート ¥910 ～ ¥920 不問 喜茂別町 不問 不問

1月12日 01240-19263301 販売員 パート ¥861 ～ ¥950 不問 留寿都村 不問 不問

1月12日 01070-5451701 事務補助員 一般 ¥117,000 ～ ¥153,400 不問 岩内町 普通免許 不問

1月12日 01230-21102801 廃品選別整理作業 一般 ¥168,000 ～ ¥238,000 不問 岩内町 普通免許 不問

1月12日 01130-875201 水産加工員 一般 ¥137,760 ～ ¥138,400 不問 岩内町 不問 不問

1月12日 01130-876501 水産加工作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 岩内町 普通免許（AT不可）フォークリフト尚可 不問

1月12日 01130-871101 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 岩内町 不問 不問

1月12日 01130-862901 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

1月12日 01130-977101 介護職員 一般 ¥154,100 ～ ¥268,800 18歳以上 共和町 不問 不問

1月12日 01130-902101 デイサービス介護員 一般 ¥146,100 ～ ¥225,000 不問 泊村 不問 不問

1月12日 01130-38811 工場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 寿都町 普通免許（AT不可） 不問

1月12日 01130-943101 食品加工員 一般 ¥148,700 ～ ¥161,700 不問 寿都町 不問 不問

1月12日 01230-18771301 介護従業者 一般 ¥178,000 ～ ¥200,000
18歳～
59歳

寿都町 介護職員初任者研修 不問

1月12日 01130-978401 一般行政事務 一般 ¥146,100 ～ ¥165,900 35歳以下 黒松内町 普通免許 不問

1月12日 01130-931501 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

1月12日 01130-17011 支援員 一般 ¥178,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 不問 不問

1月12日 01130-929401 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

1月12日 01130-987701 事務員 一般 ¥149,000 ～ ¥164,500 30歳以下 蘭越町 普通免許 不問

1月12日 01130-961701 清掃代行員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許　通勤用 家事等の清掃経験

1月12日 01130-51911 食堂ｽﾀｯﾌ パート ¥870 ～ ¥870 不問 岩内町 不問 不問

1月12日 01130-985101 一般事務員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 岩内町 不問 不問
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1月12日 01130-909301 客室清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許　通勤用 不問

1月12日 01130-906201 調理補助 パート ¥880 ～ ¥880 不問 岩内町 不問 飲食店勤務経験

1月12日 01130-884501 入浴介助 パート ¥980 ～ ¥980 不問 岩内町 不問 不問

1月12日 01130-52111 乳製品の製造工 パート ¥910 ～ ¥910 不問 岩内町 不問 不問

1月12日 01130-984901 デイサービス介護補助 パート ¥900 ～ ¥950 不問 泊村
普通免許
介護職員初任者研修尚可　無資格の方も可能で
す。

不問

1月12日 01130--956501 特産品の販売員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

1月12日 01130-957001 食品製造技術員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

12月28日 01130-978401 一般行政事務 一般 ¥146,100 ～ ¥165,900 35歳以下 岩内町 普通免許 不問

12月28日 01131-2061501 歯科助手 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

12月28日 01131-2064601 事務嘱託員 一般 ¥209,020 ～ ¥218,400 不問 留寿都村 普通免許（AT限定不可） 不問

12月28日 01130-983601 公設民営塾講師 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 寿都町 普通免許 不問

12月21日 01230-20605301 農産物加工作業 一般 ¥123,900 ～ ¥141,600 不問 喜茂別町 不問 不問

12月21日 01130-968901 フロント・ホールスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 蘭越町 普通免許(通勤用) 不問

12月21日 01131-2052201 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級、介護福祉士尚可　介護福祉士の方
は優遇いたします

介護士としての職歴

12月14日 01130-910101 品質保証スタッフ 一般 ¥151,666 ～ ¥151,666 45歳以下 岩内町 普通免許 不問

12月14日 01130-868501 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

12月14日 01130-948501 業務管理員 一般 ¥155,700 ～ ¥164,350 18歳～59歳 岩内町 普通免許 不問

12月14日 01130-871101 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 岩内町 不問 不問

12月14日 01130-907501
社会福祉協議会　福祉活動専
門員

一般 ¥159,300 ～ ¥248,400 35歳以下 共和町 普通免許 不問

12月14日 01130-862901 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT限定不可） 経理事務

12月14日 01130-821901 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 40歳以下 共和町 普通免許 不問

12月14日 01130-777401 相談員 一般 ¥178,500 ～ ¥183,500 不問 泊村
普通免許、その他の福祉・介護関係資格　　社会
福祉士尚可

不問
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12月14日 01130-943101 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

12月14日 01010-38607301 支援員 一般 ¥156,000 ～ ¥170,000 18歳～64歳 寿都町 不問 不問

12月14日 01230-18771301 介護従業者 一般 ¥148,700 ～ ¥161,700 18歳～59歳 寿都町 介護職員初任者研修 不問

12月14日 01130-929401 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

12月14日 01130-771501 支援員 一般 ¥178,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 不問 不問

12月14日 01130-908001 ホームヘルパー 一般 ¥195,500 ～ ¥217,500 不問 蘭越町
普通免許、介護職員初任者研修、ヘルパー2級い
ずれかで可

不問

12月14日 01130-866801 介護職員 一般 ¥156,000 ～ ¥186,000 18歳以上 蘭越町 介護福祉士尚可 不問

12月14日 01130-961701 清掃代行員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許(通勤用) 家事などの清掃経験

12月14日 01130-966301 作業用品の販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩内町 不問 不問

12月14日 01130-892501 クリーニング受付係 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

12月14日 01130-958301 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

12月14日 01130-807701 乳製品の製造工 パート ¥910 ～ ¥910 不問 岩内町 不問 不問

12月14日 01190-10275501 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 泊村 不問 不問

12月14日 01130-839901 ピザ販売・製造補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 黒松内町 普通免許(通勤用) 不問

12月14日 01240-21540101 倉庫内作業 一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

12月14日 01131-1995601 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

12月14日 01131-1998401 デイサービス介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

12月14日 01131-2020001 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

12月14日 01131-2037501 営業所スタッフ 一般 ¥247,800 ～ ¥294,975 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

12月14日 01131-1957401 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 事務経験

12月14日 01131-1952001 歯科助手・受付 一般 ¥172,000 ～ ¥210,000 不問 倶知安町 不問 不問

12月14日 01131-1909201 事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥248,000 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問
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12月14日 01131-1827701 クリーンスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

12月14日 01131-1858601 経理事務 一般 ¥160,600 ～ ¥160,600 不問 倶知安町 普通免許、日商簿記3級尚可 経理事務の経験

12月14日 01010-35755201 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥200,000 30歳以下 倶知安町 普通免許 不問

12月14日 01131-1781801 販売員・ルート営業 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

12月14日 01131-1749201 一般住宅営業 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 45歳以下 倶知安町 普通免許 不問

12月14日 01131-1699401 店舗カウンタースタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

12月14日 01131-1700301 旅行業務全般 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

12月14日 01131-1701601 不動産業・不動産管理業 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

12月14日 01131-1633201 グループホーム支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 18歳以上 倶知安町 普通免許、介護職員初任者研修尚可 福祉施設での就業経験

12月14日 01131-1678001 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

12月14日 01131-1670601 加工食品製造員 一般 ¥150,300 ～ ¥150,300 59歳以下 倶知安町 不問 不問

12月14日 01131-1853801 介護員 一般 ¥172,000 ～ ¥172,000 59歳以下 京極町 不問 不問

12月14日 01131-1854201 介護福祉士 一般 ¥190,000 ～ ¥200,000 59歳以下 京極町 介護福祉士 不問

12月14日 01131-1894801 一般事務及び配達 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

12月14日 01131-1721701 客室係 一般 ¥137,760 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

12月14日 01131-1961601 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可(未経験の方も応
募可能です)

12月14日 01131-2041401
道の駅の直売場で地場産野菜
や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

12月14日 01131-1971101 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

12月14日 01131-1990801 客室清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

12月14日 01131-2026701 窓口業務 パート ¥880 ～ ¥880 不問 倶知安町 不問 金融関係勤務経験尚可

12月14日 01131-1624801 事務補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許 経理事務経験

12月14日 01131-1679301 事務員 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 普通免許 不問
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12月14日 01131-1963101 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

12月14日 01230-19703001 レジ接客及びホールスタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 ニセコ町 不問 不問

12月14日 01131-1885701 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

12月14日 01131-1722801 客室係 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

12月14日 01131-1647101 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

12月14日 01131-1884401 ピザ店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

12月14日 11010-14139401 給食調理 パート ¥980 ～ ¥980 不問 留寿都村 不問 不問

12月7日 01130-910101 品質保証スタッフ 一般 ¥151,666 ～ ¥151,666 45歳以下 岩内町 普通免許 不問

12月7日 01130-963201 一般事務員 一般 ¥119,377 ～ ¥148,884 不問 岩内町 不問 現金、または金券の取扱経験

12月7日 01130-907501
社会福祉協議会　福祉活動専
門員

一般 ¥159,300 ～ ¥248,400 35歳以下 共和町 普通免許 不問

12月7日 01130-951101 施設管理 一般 ¥195,000 ～ ¥220,000 不問 寿都町 普通免許 不問

12月7日 01130-943101 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

12月7日 01010-38607301 支援員 一般 ¥156,000 ～ ¥170,000 18歳～64歳 寿都町 不問 不問

12月7日 01130-931501 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

12月7日 01130-936101 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

12月7日 01130-929401 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

12月7日 14080-13924601 レストランホールスタッフ 一般 ¥173,720 ～ ¥173,720 不問 倶知安町 不問 接客経験

12月7日 01131-1995601 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

12月7日 01131-2001201 看護助手 一般 ¥130,500 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

12月7日 01131-2020001 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

12月7日 01131-2037501 営業所スタッフ 一般 ¥247,800 ～ ¥294,975 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

12月7日 01131-1957401 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 事務経験
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12月7日 01131-1950201 キッチンスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

12月7日 01131-1952001 歯科助手・受付 一般 ¥172,000 ～ ¥210,000 不問 倶知安町 不問 不問

12月7日 01131-2014901 チーズ製造 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

12月7日 01131-2015101 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

12月7日 01131-1961601 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可(未経験の方も応
募可能です)

12月7日 14080-1378001 客室清掃 一般 ¥154,800 ～ ¥154,800 不問 留寿都村 不問 不問

12月7日 14080-13788301 フロント・ベル 一般 ¥177,160 ～ ¥177,160 不問 留寿都村 不問 接客経験

12月7日 01131-1977001 介護職員 一般 ¥140,500 ～ ¥160,500 不問 留寿都村 介護職員初任者研修尚可 業務経験

12月7日 01131-2041401
道の駅の直売場で地場産野菜
や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

12月7日 01130-961701 清掃代行員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許(通勤用) 家事などの清掃経験

12月7日 01130-953701 ガソリンスタンド販売員 パート ¥865 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許 不問

12月7日 01130-958301 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

12月7日 01130-956501 特産品の販売員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

12月7日 01130-957001 食品製造技術員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

12月7日 01010-38667101 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

12月7日 01131-1966801 児童指導補助員 パート ¥897 ～ ¥1,019 不問 倶知安町 不問 子育て経験、児童福祉に関心のある方

12月7日 01131-1992501 客室清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

12月7日 01131-2026701 窓口業務 パート ¥880 ～ ¥880 不問 倶知安町 不問 金融関係勤務経験尚可

12月7日 01131-1960301 清掃員 パート ¥1,350 ～ ¥1,400 59歳以下 ニセコ町 普通免許 不問

12月7日 01131-2011001 清掃等 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

12月7日 01131-1978301 介護職員 パート ¥910 ～ ¥920 不問 喜茂別町 不問 不問

11月30日 13010-3985602
清掃工場焼却施設内での事
務・軽量・受け入れ業務

一般 ¥162,000 ～ ¥162,000 不問 岩内町 不問 不問
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11月30日 01130-902101 デイサービスセンター介護員 一般 ¥148,100 ～ ¥225,000 不問 泊村
普通免許、ヘルパー2級、介護職員実務者研修修
了者尚可、介護福祉士尚可

不問

11月30日 01130-905801 販売及びレジ係 パート ¥861 ～ ¥861 不問 共和町 不問 不問

11月30日 01131-1943501 食器洗浄係 パート ¥861 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 不問 不問

11月24日 01230-18771301 介護従業者 一般 ¥148,700 ～ ¥161,700 18歳～59歳 寿都町 介護職員初任者研修 不問

11月24日 13010-2138602 リゾートホテル客室チェッカー 一般 ¥202,400 ～ ¥250,000 20歳～59歳 ニセコ町 普通免許 不問

11月24日 01131-1919501 パンの製造パートスタッフ 一般 ¥151,360 ～ ¥172,000 不問 ニセコ町 不問 不問

11月24日 01131-1932701 お豆腐の製造パートスタッフ 一般 ¥151,360 ～ ¥172,000 不問 真狩村 不問 不問

11月24日 01070-4959901 電力量計の検針業務 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 岩内町 普通免許 不問

11月24日 01130-892501 クリーニング受付係 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

11月24日 01131-1933801 一般事務補助・窓口業務等 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 高校卒業程度の知識を有する方

11月24日 01131-1934201 一般事務補助・窓口業務等 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 高校卒業程度の知識を有する方

11月24日 01131-1929301 ホールスタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 接客業経験

11月16日 01131-1909201 事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥248,000 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01240-19407301 倉庫内作業 一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

11月16日 01110-4586301 営業員 一般 ¥173,000 ～ ¥240,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

11月16日 01131-1823601 紙製品製造工 一般 ¥175,000 ～ ¥185,000 18歳以上 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1827701 クリーンスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1844701 調理スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥300,000 18歳以上 倶知安町 不問
未経験者歓迎
調理経験者優遇

11月16日 01131-1856001 警備員 一般 ¥178,560 ～ ¥220,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1858601 経理事務 一般 ¥160,600 ～ ¥160,600 不問 倶知安町
普通免許
日商簿記3級尚可

経理事務経験者

11月16日 01131-1880301 機械警備員 一般 ¥165,000 ～ ¥170,000 18歳～59歳 倶知安町 普通免許 不問
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11月16日 01131-1892401 ゴルフ場スタートスタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥245,000 59歳以下 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01010-35755201 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥200,000 30歳以下 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1781801 販売員・ルート営業 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1776001 調理補助 一般 ¥159,600 ～ ¥201,600 18歳以上 倶知安町 普通免許 経験者優遇

11月16日 01131-1699401 店舗カウンタースタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1700301 旅行業務全般 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1701601 不動産業・不動産管理業 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1599301 ホールスタッフ 一般 ¥184,800 ～ ¥184,800 18歳以上 倶知安町 不問 不問

11月16日 01190-8370101 警備員 一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 18歳以上 倶知安町 普通免許 警備業での経験尚可

11月16日 01131-1622401 介護員 一般 ¥151,700 ～ ¥207,300 18歳以上 倶知安町 ヘルパー2級尚可・介護福祉士尚可 不問

11月16日 01131-1650501 飲食店業務 一般 ¥174,800 ～ ¥184,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1678001 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1570501 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1550401 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1552801 ディサービス介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1506001 カーライフアドバイザー 一般 ¥195,000 ～ ¥222,000 39歳以下 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01240-15166501 カーライフアドバイザー 一般 ¥143,550 ～ ¥209,000 40歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

11月16日 01131-1446101 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1484301 受付・庶務・営業 一般 ¥155,000 ～ ¥215,000 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1670601 加工食品製造員 一般 ¥150,300 ～ ¥150,300 59歳以下 倶知安町 不問 不問

11月16日 01130-822101 営業 一般 ¥223,000 ～ ¥246,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

11月16日 01131-1853801 介護員 一般 ¥172,000 ～ ¥172,000 59歳以下 京極町 不問 不問
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11月16日 01131-1854201 介護福祉士 一般 ¥190,000 ～ ¥200,000 59歳以下 京極町 介護福祉士 不問

11月16日 01240-16148401 倉庫内作業 一般 ¥163,200 ～ ¥173,200 64歳以下 京極町
普通免許
フォークリフト尚可

フォークリフト

11月16日 01131-1448701 看護助手 一般 ¥140,000 ～ ¥160,000 18歳以上 京極町 不問 不問

11月16日 01131-1521501 職業指導員または生活指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 不問 京極町
普通免許
ヘルパー2級尚可
介護職員初任者研修尚可

不問

11月16日 13010-95384101 環境プラントの維持管理 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 59歳以下 ニセコ町 不問 不問

11月16日 01131-1897001 旅行業務全般 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

11月16日 01131-1832601 介護員 一般 ¥165,000 ～ ¥217,500 64歳以下 ニセコ町 介護福祉士 不問

11月16日 01131-1721701 客室係 一般 ¥137,760 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

11月16日 01131-1723201 洗い場 一般 ¥151,536 ～ ¥176,000 不問 ニセコ町 不問 不問

11月16日 01131-1507301 一般事務及び店頭業務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

11月16日 01131-1435301 チーズ製造 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

11月16日 01131-1436601 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

11月16日 01131-1455701 フロント及び客室清掃 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 18歳以上 ニセコ町 普通免許 不問

11月16日 01131-1491001 キッチンシェフ 一般 ¥219,000 ～ ¥310,000 18歳以上 ニセコ町 不問 調理経験者

11月16日 01131-1711101 キッチンスタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

11月16日 01131-1770101 障がい者支援施設支援員 一般 ¥182,000 ～ ¥249,000 不問 喜茂別町 普通免許 不問

11月16日 01131-1441501 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可(未経験の方も応
募可能です)

11月16日 01131-1525901 厨房スタッフ 一般 ¥165,312 ～ ¥192,000 不問 喜茂別町 普通免許 経験者尚可

11月16日 01131-1759501 介護職員 一般 ¥159,527 ～ ¥210,000 64歳以下 真狩村
ヘルパー2級・介護福祉士尚可
介護支援専門員尚可

介護士としての職歴

11月16日 01131-1472801 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

11月16日 01131-1881601 日常清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1510701 清掃員 パート ¥920 ～ ¥950 59歳以下 倶知安町 不問 不問
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11月16日 01131-1820501 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町
普通免許
ヘルパー2級・ヘルパー1級のいずれかで可

不問

11月16日 01131-1867901 コンビニエンスストア店員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1780701 販売員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1758201 ホール係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1747701
工場内作業(プレス工及び放
送・検品)

パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1702901 事務員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1598001 ホールスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1619001 居酒屋接客業 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 20歳以上 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1624801 事務補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許 経理事務経験

11月16日 01131-1651001 飲食店業務 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月16日 01131-1501401 客室清掃(コテージ) パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1485601 クリーンスタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1813001 ホールスタッフ パート ¥1,300 ～ ¥1,500 20歳以上 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1857301 菓子製造員 パート ¥920 ～ ¥920 不問 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1793301 調理員 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 18歳以上 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1794601 ホール係 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 18歳以上 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1669501 加工食品製造員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 倶知安町 不問 不問

11月16日 01131-1885701 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

11月16日 01131-1715201 洗い場 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

11月16日 01131-1722801 客室係 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

11月16日 01131-1647101 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

11月16日 01131-1884401 ピザ店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

28 ページ



提供：ハローワーク岩内 令和　２年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

11月16日 01131-1632801 大浴場清掃管理 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 18歳以上 留寿都村 普通免許 不問

11月16日 11010-14139401 給食調理 パート ¥980 ～ ¥980 不問 留寿都村 不問 不問

11月16日 01131-1760601 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級・介護福祉士尚可
介護福祉士の方は優遇いたします。

介護士としての職歴

11月16日 01131-1473201 作業員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 真狩村 不問 不問

11月16日 01130-842201 ホテル経営管理業務 一般 ¥162,000 ～ ¥300,000 54歳以下 岩内町 普通免許 不問

11月16日 01130-868501 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

11月16日 01130-835501 フロント・接客係 一般 ¥162,000 ～ ¥220,000 54歳以下 岩内町 普通免許 不問

11月16日 01131-1756701 パティシエ 一般 ¥230,000 ～ ¥280,000 不問
岩内町、俱
知安町

不問
パティシエ実務経験5年以上(10年以上の方優
遇)

11月16日 01130-673801 品質保証スタッフ 一般 ¥151,666 ～ ¥151,666 45歳以下 岩内町 普通免許 不問

11月16日 01130-709101 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

11月16日 01130-864401 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 35歳以下 岩内町 普通免許（AT不可） 不問

11月16日 01130-867201 介護員 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳～40歳 岩内町 普通免許 不問

11月16日 01130-871101 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 岩内町 不問 不問

11月16日 01130-738201 業務管理員 一般 ¥155,700 ～ ¥164,350 18歳～59歳 岩内町 普通免許 不問

11月16日 01130-690201 薬局事務員兼販売員 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経験尚可

11月16日 01130-691501 経理事務 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経理経験尚可

11月16日 01130-862901 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

11月16日 01130-821901 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 40歳以下 共和町 普通免許 不問

11月16日 01130-706301
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問

11月16日 01130-721001 施設管理 一般 ¥195,000 ～ ¥220,000 不問 寿都町 普通免許 不問

11月16日 01130-792401 工場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 寿都町 普通免許（AT不可） 不問

11月16日 01130-708901 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問
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11月16日 01130-694601 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

11月16日 01130-707601 食品製造技術員 一般 ¥146,100 ～ ¥240,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

11月16日 01130-771501 支援員 一般 ¥178,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 不問 不問

11月16日 01130-689401 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

11月16日 01130-865701 介護職員 一般 ¥158,856 ～ ¥158,856 18歳以上 蘭越町 不問 不問

11月16日 01130-866801 介護職員 一般 ¥156,000 ～ ¥186,000 18歳以上 蘭越町 介護福祉士尚可 不問

11月16日 01131-1871501 販売員 一般 ¥153,120 ～ ¥153,120 不問 蘭越町 普通免許 経験者優遇

11月16日 01010-33170901 調理補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 岩内町 不問 不問

11月16日 01130-736701 清掃代行員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許(通勤用) 家事などの清掃経験

11月16日 01130-823401 客室清掃 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 普通免許(通勤用) 不問

11月16日 01130-751401 一般事務 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 岩内町 普通免許 不問

11月16日 01130-807701 乳製品の製造工 パート ¥910 ～ ¥910 不問 岩内町 不問 不問

11月16日 01130-722301 ガソリンスタンド販売員 パート ¥865 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許 不問

11月16日 01190-7232201 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 泊村 不問 不問

11月16日 01130-730001 特産品の販売員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

11月16日 01130-731301 食品製造技術員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

11月16日 01131-1863501 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 蘭越町 普通免許 経験者優遇

11月16日 01130-755501 フロント・ホールスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 蘭越町 普通免許(通勤用) 不問

11月9日 01130-842201 ホテル経営管理業務 一般 ¥162,000 ～ ¥300,000 54歳以下 岩内町 普通免許 不問

11月9日 01130-868501 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

11月9日 01130-867201 介護士 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳～40歳 岩内町 普通免許 不問

11月9日 01130-871101 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 岩内町
ホームヘルパー2級以上、介護職員初任者研修
以上のいずれかで可

不問
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11月9日 01130-862901 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

11月9日 01025-988201 職業指導員または生活支援員 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 69歳以下 黒松内町 普通免許 不問

11月9日 01130-866801 介護職員 一般 ¥156,000 ～ ¥186,000 18歳以上 蘭越町 介護福祉士尚可 不問

11月9日 01131-1812501 ホールスタッフ 一般 ¥230,000 ～ ¥250,000 20歳以上 倶知安町 不問 不問

11月9日 01131-1858601 経理事務 一般 ¥160,600 ～ ¥160,600 不問 倶知安町 普通免許、日商簿記3級尚可 不問

11月9日 01010-35755201 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥200,000 30歳以下 倶知安町 普通免許 不問

11月9日 01131-1853801 介護員 一般 ¥172,000 ～ ¥172,000 59歳以下 京極町 不問 不問

11月9日 01131-1854201 介護福祉士 一般 ¥190,000 ～ ¥200,000 59歳以下 京極町 介護福祉士 不問

11月9日 01131-1857301 菓子製造員 パート ¥920 ～ ¥920 不問 倶知安町 不問 不問

11月9日 01131-1786601
母子福祉資金等償還促進協
力員

パート ¥942 ～ ¥1,175 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月9日 01131-1868101 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 京極町 普通免許 経験者優遇

11月9日 01131-1885701 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

11月9日 01131-1884401 ピザ店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

11月2日 01130-835501 フロント・接客係 一般 ¥162,000 ～ ¥220,000 54歳以下 岩内町 普通免許 不問

11月2日 01131-1781801 販売員・ルート営業 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

11月2日 01010-35075701 一般事務 一般 ¥159,600 ～ ¥182,800 不問 倶知安町 不問 不問

11月2日 01131-1774201 集落支援員 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 ニセコ町 不問 不問

11月2日 01131-1769301 障がい者支援施設支援員 一般 ¥238,000 ～ ¥238,000 不問 喜茂別町 普通免許 不問

11月2日 01131-1770101 障がい者支援施設支援員 一般 ¥182,000 ～ ¥249,000 不問 喜茂別町 普通免許 不問

10月26日 01131-1757801 事務 一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月26日 01131-1751301 ハウスキーピングスタッフ 一般 ¥201,600 ～ ¥235,200 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月26日 01131-1749201 一般住宅営業 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 45歳以下 倶知安町 普通免許 不問
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10月26日 01131-1710901 経理・総務事務員 一般 ¥168,600 ～ ¥227,700 不問 ニセコ町 普通免許
経験少しでもあれば歓迎、日商簿記3級程度の
知識(未経験者可)

10月26日 01131-1721701 客室係 一般 ¥137,760 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月26日 01131-1759501 介護職員 一般 ¥159,527 ～ ¥210,000 64歳以下 真狩村
ヘルパー2級、介護福祉士尚可、介護支援専
門員尚可

介護士としての職歴

10月26日 01010-33119501
宝くじ販売及び当せん金支払
い業務

パート ¥880 ～ ¥980 不問 共和町 不問 不問

10月26日 01010-34734301 施設管理員 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月26日 01010-34752601 パンの製造販売 パート ¥950 ～ ¥1,150 不問 倶知安町 不問 不問

10月26日 01131-1758201 ホール係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月26日 01131-1747701
工場内作業(プレス工及び放
送・検品)

パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月26日 01131-1722801 客室係 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月26日 01131-1760601 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級、介護福祉士尚可、介護福祉士の方
は優遇いたします

介護士としての職歴

10月20日 01130-821901 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 40歳以下 共和町 普通免許 不問

10月20日 01131-1746401 知的障がい者支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月20日 01010-33170901 調理補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 岩内町 不問 不問

10月20日 01130-823401 客室清掃 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 普通免許(通勤用) 不問

10月20日 01131-1737101
母子福祉資金等償還促進協
力員

パート ¥942 ～ ¥1,175 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月12日 01130-757301 一般事務員 一般 ¥126,289 ～ ¥157,504 不問 岩内町 不問 不問

10月12日 01130-709101 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

10月12日 01130-618301 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

10月12日 01130-625001 水産加工員 一般 ¥137,760 ～ ¥138,400 不問 岩内町 不問 不問

10月12日 01130-691501 経理事務 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経理経験尚可

10月12日 01130-617001 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 岩内町 不問 不問

10月12日 01130-619601 介護員 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳～40歳 岩内町 普通免許 不問
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10月12日 01130-667501 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

10月12日 01130-697401 介護職員 一般 ¥154,100 ～ ¥268,800 18歳以上 共和町 不問 不問

10月12日 01130-792401 工場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 寿都町 普通免許（AT不可） 不問

10月12日 01130-708901 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

10月12日 01130-689401 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

10月12日 01130-753801 一般事務補助 一般 ¥144,000 ～ ¥154,000 不問 蘭越町 不問 不問

10月12日 01130-751401 一般事務 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 岩内町 普通免許 不問

10月12日 01130-637101 一般事務・経理 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 普通免許、簿記尚可 経理事務経験のある方

10月12日 01190-7232201 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 泊村 不問 不問

10月12日 01131-1544801 スクールサポートスタッフ パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 黒松内町 不問 不問

10月12日 01025-813401 職業指導員または生活支援員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 黒松内町 普通免許（AT限定可） 不問

10月12日 01131-1371601 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 蘭越町 普通免許 経験者優遇

10月12日 01131-1699401 店舗カウンタースタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月12日 01131-1700301 旅行業務全般 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月12日 01131-1633201 グループホーム支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 18歳以上 倶知安町 普通免許、介護職員初任者研修尚可 福祉施設での就業経験

10月12日 01131-1650501 飲食店業務 一般 ¥174,800 ～ ¥184,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月12日 01131-1678001 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月12日 01131-1570501 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月12日 01131-1509901 営業所スタッフ 一般 ¥247,800 ～ ¥294,975 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

10月12日 01131-1446101 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月12日 01131-1484301 受付・庶務・営業 一般 ¥155,500 ～ ¥215,000 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

10月12日 01240-13672801 倉庫内作業 一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問
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10月12日 01131-1324101 教習指導員 一般 ¥184,800 ～ ¥184,800 40歳以下 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問

10月12日 01131-1330601 経理事務 一般 ¥160,600 ～ ¥160,600 不問 倶知安町 普通免許、日商簿記3級尚可 経理事務の経験

10月12日 01131-1346001 クリーンスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月12日 01131-1670601 加工食品製造員 一般 ¥150,300 ～ ¥150,300 59歳以下 倶知安町 不問 不問

10月12日 01131-1299001 介護福祉士 一般 ¥190,000 ～ ¥200,000 59歳以下 京極町 介護福祉士 不問

10月12日 01131-1721701 客室係 一般 ¥137,760 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月12日 01131-1507301 一般事務及び店頭業務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

10月12日 01131-1435301 チーズ製造 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

10月12日 01131-1436601 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

10月12日 01131-1431801 一般事務及び配達 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

10月12日 01131-1428601 製造員(チーズ) 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

10月12日 01131-1425501 営業事務 一般 ¥220,000 ～ ¥300,000 不問 ニセコ町 普通免許 一般事務・経理事務経験者

10月12日 01131-1560801 一般事務職員 一般 ¥161,000 ～ ¥260,000 45歳以下 喜茂別町 普通免許
企業等における職務経験を継続して2年以上（経
理実務経験尚可）

10月12日 01131-1441501 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可(未経験の方も応
募可能です)

10月12日 01131-1282001 歯科助手 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

10月12日 01131-1565601
道の駅の直売場で地場産野菜
や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

10月12日 01131-1702901 事務員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月12日 01131-1624801 事務補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許 経理事務経験

10月12日 01240-16351401 日常清掃スタッフ パート ¥1,500 ～ ¥1,500 不問 倶知安町 不問 不問

10月12日 01131-1501401 客室清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

10月12日 01131-1498801 窓口業務 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 不問 金融関係勤務経験尚可

10月12日 01131-1399101
母子福祉資金等償還促進協
力員

パート ¥942 ～ ¥1,175 不問 倶知安町 普通免許 不問
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10月12日 01131-1449801 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

10月12日 01131-1722801 客室係 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月12日 01131-1647101 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

10月12日 01131-1302501 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

10月12日 01131-1300801 ピザ店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

10月5日 01130-757301 一般事務員 一般 ¥126,289 ～ ¥157,504 不問 岩内町 不問 不問

10月5日 01130-753801 一般事務補助 一般 ¥144,000 ～ ¥154,000 不問 蘭越町 不問 不問

10月5日 01131-1570501 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月5日 01131-1580001 事務員 一般 ¥158,500 ～ ¥158,500 不問 京極町 普通免許 不問

10月5日 01130-751401 一般事務 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 岩内町 普通免許 不問

9月28日 01131-1550401 介護職員 一般 ¥165,312 ～ ¥192,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月28日 01131-1552801 ディサービス介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月28日 01131-1560801 一般事務職員 一般 ¥161,000 ～ ¥260,000 45歳以下 喜茂別町 普通免許 企業等における職務経験を継続して2年以上（経理実務経験尚可）

9月28日 01131-1565601
道の駅の直売場で地場産野菜
や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

9月28日 01240-16190701 フラワーショップ販売員 パート ¥900 ～ ¥900 64歳以下 倶知安町 普通免許 不問

9月23日 01131-1528701 厨房スタッフ 一般 ¥165,312 ～ ¥192,000 不問 喜茂別町 普通免許 経験者尚可

9月23日 01025-813401
職業指導員または
生活支援員

パート ¥861 ～ ¥900 不問 黒松内町 普通免許 不問

9月23日 01131-1530301 介護職員 パート ¥910 ～ ¥920 不問 喜茂別町 不問 不問

9月23日 01131-1537201 一般事務員 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 留寿都村 普通免許(通勤用) 不問

9月23日 01131-1538501 清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 留寿都村 普通免許(通勤用) 不問

9月23日 01131-1536801 一般事務員 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 留寿都村 普通免許 不問

9月23日 01131-1529801 介護職員 一般 ¥140,500 ～ ¥160,500 不問 留寿都村 介護職員初任者研修　　尚可 業務経験
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9月14日 01130-709101 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

9月14日 01130-581401 申請相談員(助成金担当) 一般 ¥148,900 ～ ¥169,780 不問 岩内町 不問
各種助成金の運営に関する業務に深い関心と
理解を有する方

9月14日 01130-667501 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

9月14日 01130-517201 相談員 一般 ¥178,500 ～ ¥183,500 不問 泊村
普通免許、その他の福祉・介護関係資格　　社会
福祉士尚可

不問

9月14日 01130-708901 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

9月14日 01230-13317101 介護従業者 一般 ¥147,700 ～ ¥160,700 18歳～59歳 寿都町 介護職員初任者研修尚可 介護職経験

9月14日 01130-518501 公設民営塾講師 一般 ¥185,000 ～ ¥260,000 39歳以下 寿都町 普通免許 不問

9月14日 01130-694601 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

9月14日 01130-701701 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

9月14日 01130-707601 食品製造技術員 一般 ¥146,100 ～ ¥240,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

9月14日 01025-712301 職業指導員または生活支援員 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 黒松内町 普通免許 不問

9月14日 01130-520901 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 黒松内町 普通免許 不問

9月14日 01130-672701 図書館司書 一般 ¥133,560 ～ ¥204,792 不問 蘭越町 普通免許、司書尚可 不問

9月14日 01130-668001 レストランスタッフ 一般 ¥136,800 ～ ¥183,920 不問 蘭越町 不問 不問

9月14日 01130-669301 一般事務補助 一般 ¥145,440 ～ ¥155,540 不問 蘭越町 不問 不問

9月14日 01131-1370301 販売員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 蘭越町 普通免許 経験者優遇

9月14日 01130-741901 一般事務 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 岩内町 普通免許 不問

9月14日 01130-637101 一般事務・経理 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 普通免許、簿記尚可 経理事務経験のある方

9月14日 01010-29309301 一般事務 一般 ¥159,600 ～ ¥182,800 不問 倶知安町 不問 不問

9月14日 01131-1509901 事務 一般 ¥247,800 ～ ¥294,975 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

9月14日 01131-1446101 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月14日 01131-1484301 受付・庶務・営業 一般 ¥155,500 ～ ¥215,000 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問
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9月14日 01131-1426001 事務補助・窓口業務 一般 ¥116,800 ～ ¥158,920 不問 倶知安町 不問 不問

9月14日 01131-1388301 予約係 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月14日 01130-653901 一般相談員(職業相談員) 一般 ¥146,900 ～ ¥169,780 不問 倶知安町 不問 不問

9月14日 01131-1324101 教習指導員 一般 ¥184,800 ～ ¥184,800 40歳以下 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問

9月14日 01131-1330601 経理事務 一般 ¥160,600 ～ ¥160,600 不問 倶知安町 普通免許、日商簿記3級尚可 経理事務の経験

9月14日 01131-1332101 一般事務 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月14日 01131-1271801 一般事務 一般 ¥107,640 ～ ¥122,280 不問 倶知安町 不問 不問

9月14日 01131-1255801 事務 一般 ¥160,000 ～ ¥173,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月14日 01131-1233601 飲食店業務 一般 ¥174,800 ～ ¥184,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月14日 01131-1224301 菓子販売員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月14日 01131-1135201 事務補助員 一般 ¥107,640 ～ ¥134,280 不問 倶知安町 不問 不問

9月14日 01131-1154301 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月14日 01131-1158401 事務(総務・積算・設計業務) 一般 ¥188,000 ～ ¥208,000 59歳以下 倶知安町 普通免許 PC操作

9月14日 01131-1193801 グループホーム支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 18歳以上 倶知安町 普通免許、介護職員初任者研修尚可 福祉施設での就業経験

9月14日 01131-1198601 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 実務経験が尚可

9月14日 01131-1220801 事務補助職員 一般 ¥117,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月14日 01131-1514001 一般事務 一般 ¥157,500 ～ ¥157,500 不問 京極町 不問 不問

9月14日 01131-1417501 図書館事務補助 一般 ¥121,868 ～ ¥121,868 不問 京極町 普通免許、司書尚可 不問

9月14日 01131-1374401 販売員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 京極町 普通免許 経験者優遇

9月14日 01131-1298501 介護員 一般 ¥172,000 ～ ¥172,000 59歳以下 京極町 不問 不問

9月14日 01131-1299001 介護福祉士 一般 ¥190,000 ～ ¥200,000 59歳以下 京極町 介護福祉士 不問

9月14日 01040-8212101 事務係 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 京極町 普通免許 不問
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9月14日 01131-1507301 一般事務及び店頭業務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許（AT不可） 不問

9月14日 01131-1435301 チーズ製造 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

9月14日 01131-1436601 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

9月14日 01131-1428601 製造員(チーズ) 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

9月14日 01131-1441501 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可(未経験の方も応
募可能です)

9月14日 01131-1282001 歯科助手 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

9月14日 01131-1386501 調理係(学校給食センター) 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 不問 真狩村 不問 不問

9月14日 01131-1501401 客室清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

9月14日 01131-1498801 窓口業務 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 不問 金融関係勤務経験尚可

9月14日 01131-1401301 調剤薬局事務兼助手 パート ¥900 ～ ¥1,500 不問 倶知安町 不問 不問

9月14日 01131-1247801 事務補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許 経理事務経験

9月14日 01131-1230501 ハウスクリーニング パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 普通免許(通勤用)
以前に清掃業務経験がある方は1回で試用期間
が終了します。

9月14日 01131-1160501 調理補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 倶知安町 不問 不問

9月14日 01131-1449801 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

9月14日 01131-1302501 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

9月14日 01131-1192701 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

9月14日 01131-1387001 調理係(学校給食センター) パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 真狩村 不問 不問

9月10日 01130-673801 品質保証スタッフ 一般 ¥151,666 ～ ¥151,666 45歳以下 岩内町 普通免許 不問

9月10日 01130-690201 薬局事務員兼販売員 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経験尚可

9月10日 01130-691501 経理事務 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経理経験尚可

9月10日 01130-693301 作業用品の販売員 一般 ¥191,000 ～ ¥280,000 不問 岩内町 不問 不問

9月10日 01130-709101 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問
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9月10日 01130-706301
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問

9月10日 01130-721001 施設管理 一般 ¥195,000 ～ ¥220,000 不問 寿都町 普通免許 不問

9月10日 01130-708901 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

9月10日 01130-689401 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

9月10日 01130-669301 一般事務補助 一般 ¥145,440 ～ ¥155,540 不問 蘭越町 不問 不問

9月10日 01131-1446101 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月10日 01131-1482501 事務員 一般 ¥144,900 ～ ¥193,200 不問 倶知安町 不問 不問

9月10日 01131-1484301 受付・庶務・営業 一般 ¥155,500 ～ ¥215,000 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

9月10日 01131-1426001 事務補助・窓口業務 一般 ¥116,800 ～ ¥159,920 不問 倶知安町 不問 不問

9月10日 01131-1436601 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

9月10日 01130-736701 清掃代行員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許(通勤用) 家事などの清掃経験

9月10日 01130-732601 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

9月10日 01130-729201 調理補助 パート ¥861 ～ ¥886 不問 泊村 不問 経験尚可

9月10日 01130-730001 特産品の販売員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

9月10日 01130-731301 食品製造技術員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

9月10日 01131-1481201 客室清掃(コテージ) パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

9月10日 01131-1487101 児童指導補助員 パート ¥897 ～ ¥1,019 不問 倶知安町 不問 子育て経験、児童福祉に関心のある方

9月10日 01131-1432201 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥920 不問 倶知安町 不問 高校卒業程度の知識を有する方

9月10日 01131-1449801 看護助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

9月10日 01131-1461101 調剤薬局事務 パート ¥900 ～ ¥950 不問 ニセコ町 不問 不問

9月10日 01131-1478901 調剤薬局事務 パート ¥900 ～ ¥950 不問 ニセコ町 不問 不問

9月10日 01131-1460901 清掃員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 喜茂別町 不問 不問
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8月31日 01130-661901 ホテル経営管理業務 一般 ¥162,000 ～ ¥300,000 54歳以下 岩内町 普通免許 不問

8月31日 01130-667501 一般事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

8月31日 01130-659501 作業員 一般 ¥250,000 ～ ¥500,000 不問 蘭越町 普通免許（AT不可） 2～3年程度の農作業経験

8月31日 01131-1414701 事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 不問 経理・事務職経験

8月31日 01131-1409501 一般事務 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月31日 01131-1417501 図書館事務補助 一般 ¥121,868 ～ ¥121,868 不問 京極町 普通免許、図書司書尚可 不問

8月31日 01131-1415801 パティシエ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 真狩村 不問
洋菓子製造学校卒業か洋菓子製造経験2年以
上

8月31日 01131-81800 農作業スタッフ・フル(送迎あり) 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 不問 真狩村 不問 不問

8月31日 01131-1410601 相談員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 京極町 普通免許、福祉関係の資格尚可 不問

8月31日 13070-52128401 ニセコ工場【品質管理】 パート ¥900 ～ ¥900 不問 ニセコ町 普通免許 食品工場での経験ある方歓迎

8月31日 13070-52087501 ニセコ工場【物流作業】 パート ¥900 ～ ¥900 不問 ニセコ町 普通免許 食品工場での経験ある方歓迎

8月31日 01131-1416201 ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 真狩村 不問 不問

8月25日 01230-13317101 介護従業者 一般 ¥144,700 ～ ¥160,700 18歳～59歳 寿都町 介護職員初任者研修尚可 介護職経験

8月25日 01130-653901 一般相談員(職業相談員) 一般 ¥146,900 ～ ¥169,780 不問 倶知安町 不問 不問

8月25日 01131-1388301 予約係 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月25日 01240-14033301 試験計測員 一般 ¥192,000 ～ ¥318,000 39歳以下 倶知安町 普通免許 不問

8月25日 01130-655401 浴室清掃係 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

8月25日 01130-654101 給食センター調理員 パート ¥925 ～ ¥925 不問 泊村 不問 不問

8月25日 01131-1401301 調剤薬局事務兼助手 パート ¥900 ～ ¥1,500 不問 倶知安町 不問 不問

8月25日 01131-1399101
母子福祉資金等償還促進協
力員

パート ¥942 ～ ¥1,175 不問 倶知安町 普通免許 不問

8月17日 01131-1358101 一般事務補助 一般 ¥107,720 ～ ¥134,340 不問 倶知安町 不問 不問

8月17日 01240-13672801 倉庫内作業 一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問
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8月17日 01131-1374401 販売員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 京極町 普通免許 経験者優遇

8月17日 01131-1359401 一般事務及び配達 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許（AT不可） 不問

8月17日 01040-8425201 事務係 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

8月17日 01131-1376801 販売員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 喜茂別町 普通免許（AT不可） 経験者優遇

8月17日 01131-1386501 調理係 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 不問 真狩村 不問 不問

8月17日 01131-1371601 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 蘭越町 普通免許 経験者優遇

8月17日 01131-1375701 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 京極町 普通免許 経験者優遇

8月17日 01131-1373101 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 ニセコ町 普通免許 経験者優遇

8月17日 01131-1364601 介護員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 ヘルパー2級尚可、介護福祉士尚可 不問

8月17日 01131-1377201 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 喜茂別町 不問 経験者優遇

8月17日 01131-1387001 調理係 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 真狩村 不問 不問

8月11日 01130-617001 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 岩内町 不問 不問

8月11日 01130-618301 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

8月11日 01130-619601 介護員 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳～40歳 岩内町 普通免許 不問

8月11日 01130-633001 ゴミ収集作業スタッフ 一般 ¥165,000 ～ ¥173,000 40歳以下 岩内町 普通免許 不問

8月11日 01130-521101
医療事務、検査補助、看護助
手

一般 ¥175,000 ～ ¥180,000 不問 岩内町 普通免許 医療事務、薬局事務経験

8月11日 01130-487801 経理事務 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経理経験尚可

8月11日 01130-489501 薬局事務員兼販売員 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経験尚可

8月11日 01130-418101 品質保証スタッフ 一般 ¥151,666 ～ ¥151,666 45歳以下 岩内町 普通免許 不問

8月11日 01130-454501 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

8月11日 01130-490601 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 共和町 普通免許 不問

8月11日 01130-450401
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問
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8月11日 01130-463001 ゴミ収集作業員 一般 ¥175,000 ～ ¥190,000 不問 寿都町 不問 不問

8月11日 01130-465601 施設管理 一般 ¥195,000 ～ ¥220,000 不問 寿都町 普通免許 不問

8月11日 01130-455001 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

8月11日 01130-568201 支援員 一般 ¥178,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 不問 不問

8月11日 01130-520901 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 黒松内町 普通免許 不問

8月11日 01130-433101 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

8月11日 01130-445201 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

8月11日 01130-453201 食品製造技術員 一般 ¥146,100 ～ ¥240,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

8月11日 01130-612401 介護職員 一般 ¥156,000 ～ ¥186,000 18歳以上 蘭越町 介護福祉士尚可 不問

8月11日 01130-637101 一般事務・経理 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 普通免許、簿記尚可 経理事務経験のある方

8月11日 01130-559201 乳製品の製造工 パート ¥910 ～ ¥910 不問 岩内町 不問 不問

8月11日 01130-466901 ガソリンスタンド販売員 パート ¥865 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許 不問

8月11日 01130-475101 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

8月11日 01190-4632101 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 泊村 不問 不問

8月11日 01130-467101 介護員 パート ¥900 ～ ¥1,210 不問 蘭越町 介護職員初任者研修尚可、ヘルパー2級尚可 不問

8月11日 01131-1324101 教習指導員 一般 ¥184,800 ～ ¥184,800 40歳以下 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問

8月11日 01131-1330601 経理事務 一般 ¥160,600 ～ ¥160,600 不問 倶知安町 普通免許、日商簿記3級尚可 経理事務の経験

8月11日 01131-1346001 クリーンスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

8月11日 01131-1255801 事務 一般 ¥160,000 ～ ¥173,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

8月11日 01131-1233601 飲食店業務 一般 ¥174,800 ～ ¥184,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

8月11日 01131-1224301 菓子販売員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

8月11日 01131-1158401 事務(総務・積算・設計業務) 一般 ¥188,000 ～ ¥208,000 不問 倶知安町 普通免許 PC操作
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8月11日 01131-1193801 グループホーム支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 18歳以上 倶知安町 普通免許（AT不可）、介護職員初任者研修尚可 福祉施設での就業経験

8月11日 01131-1198601 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 実務経験が尚可

8月11日 01131-1206501 歯科助手・受付 一般 ¥170,000 ～ ¥205,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月11日 01030-8402901 販売員 一般 ¥138,018 ～ ¥138,018 69歳以下 倶知安町 不問 不問

8月11日 01131-1089201 受付・庶務・営業 一般 ¥155,500 ～ ¥215,000 59歳以下 倶知安町 普通免許 不問

8月11日 01131-1078401 医療事務 一般 ¥144,000 ～ ¥240,000 59歳以下 倶知安町 医療事務資格尚可 医療事務経験

8月11日 01131-1033301 不動産管理業務 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

8月11日 13010-61210301 ハウスキーパー 一般 ¥205,920 ～ ¥205,920 20歳～59歳 ニセコ町 普通免許 不問

8月11日 01070-2974501 販売員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 35歳以下 ニセコ町 不問 不問

8月11日 01131-1046801 チーズ製造 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

8月11日 01131-1051101 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

8月11日 01131-1005801 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可(未経験の方も応
募可能です)

8月11日 01131-986601 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

8月11日 01131-1238801 加工食品製造員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 倶知安町 不問 不問

8月11日 01131-1230501 ハウスクリーニング パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 普通免許(通勤用)
以前に清掃業務経験がある方は1回で試用期間
が終了します。

8月11日 01131-1160501 調理補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 倶知安町 不問 不問

8月11日 01131-1208301 事務職員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 59歳以下 倶知安町 不問 不問

8月11日 01131-1103501 ホール、キッチン補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

8月11日 01131-1024001 窓口業務 パート ¥870 ～ ¥870 不問 倶知安町 不問 金融関係勤務経験尚可

8月11日 01131-983501 看護助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

8月11日 01131-1300801 ピザ店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

8月11日 01131-1302501 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問
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8月11日 01131-1192701 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

8月11日 01131-1108101 製造・販売 パート ¥880 ～ ¥1,000 不問 真狩村 不問 不問

8月11日 01131-1001901 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級、介護福祉士尚可、介護福祉士の方
は優遇いたします

介護士としての職歴

8月4日 01130-581401 申請相談員(助成金担当) 一般 ¥146,900 ～ ¥169,780 不問 岩内町 不問
各種助成金の運営に関する業務に深い関心と
理解を有する方

8月4日 01130-568201 支援員 一般 ¥178,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 不問 不問

7月27日 01131-1255801 事務 一般 ¥160,000 ～ ¥173,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

7月27日 01130-559201 乳製品の製造工 パート ¥910 ～ ¥910 不問 岩内町 不問 不問

7月27日 01131-1254701 客室清掃係 パート ¥1,100 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

7月20日 01130-557701 調理スタッフ 一般 ¥175,000 ～ ¥200,000 不問 岩内町
普通免許
調理師尚可

飲食店勤務経験尚可
調理経験尚可

7月20日 01230-11464801 販売員 一般 ¥150,672 ～ ¥150,672 59歳以下 蘭越町 普通免許 不問

7月20日 01131-1233601 飲食店業務 一般 ¥174,800 ～ ¥184,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

7月20日 13070-43027501 キッチンスタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 18歳～59歳 倶知安町 不問 レストラン厨房で2年以上の経験（目安）

7月20日 01131-1231001 養豚作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 留寿都村 普通免許 不問

7月20日 01131-1247801 事務補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許 経理事務経験

7月20日 01131-1244101 事務職員 パート ¥920 ～ ¥920 59歳以下 倶知安町 不問 不問

7月20日 01131-1238801 加工食品製造員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 倶知安町 不問 不問

7月20日 01131-1232301 飲食店業務 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

7月14日 01230-10595001 馬鈴薯の選別作業 一般 ¥150,226 ～ ¥150,226 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1135201 事務補助員 一般 ¥107,640 ～ ¥134,280 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1149101 調理又は調理補助 一般 ¥200,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1152501 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

7月14日 01131-1158401 事務(総務・積算・設計業務) 一般 ¥188,000 ～ ¥208,000 59歳以下 倶知安町 普通免許 PC操作
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7月14日 01131-1165101 介護員(ディサービスセンター) 一般 ¥151,700 ～ ¥207,300 不問 倶知安町 普通免許、ヘルパー2級尚可、介護福祉士尚可 不問

7月14日 01131-1166401 介護員(ディサービスセンター) 一般 ¥161,700 ～ ¥217,300 不問 倶知安町 普通免許、介護福祉士 不問

7月14日 01131-1177801 介護福祉士 一般 ¥148,500 ～ ¥187,500 不問 倶知安町 介護福祉士 不問

7月14日 01131-1193801 グループホーム支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 18歳以上 倶知安町 普通免許（AT不可）介護職員初任者研修尚可 福祉施設での就業経験

7月14日 01131-1198601 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 実務経験が尚可

7月14日 01131-1206501 歯科助手・受付 一般 ¥170,000 ～ ¥205,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1207001 加工食品製造員 一般 ¥143,787 ～ ¥143,787 59歳以下 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1220801 障碍者福祉推進員 一般 ¥117,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

7月14日 01030-8402901 販売員 一般 ¥138,018 ～ ¥138,018 69歳以下 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1110201 事務補助職員 一般 ¥117,822 ～ ¥161,209 不問 倶知安町 不問 医療事務経験者

7月14日 01131-1102201 事務員 一般 ¥138,600 ～ ¥184,800 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1089201 受付・庶務・営業 一般 ¥155,500 ～ ¥215,000 59歳以下 倶知安町 普通免許 不問

7月14日 01131-1078401 医療事務 一般 ¥144,000 ～ ¥240,000 59歳以下 倶知安町 医療事務資格尚可 医療事務経験

7月14日 01131-1071201 一般事務 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-960601
事務員(受付、予約窓口・医師
事務作業補助者)

一般 ¥130,500 ～ ¥142,500 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-961901 看護助手 一般 ¥130,500 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-975501 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

7月14日 01131-1000601 モバイルアドバイザー 一般 ¥178,000 ～ ¥291,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1027901 総務事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 35歳以下 倶知安町 普通免許 不問

7月14日 01131-929101 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 不問 倶知安町 普通免許（AT不可） 建設業での事務経験

7月14日 01131-921701 教習指導員 一般 ¥184,800 ～ ¥184,800 40歳以下 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問

7月14日 01131-928901 経理事務 一般 ¥160,600 ～ ¥160,600 不問 倶知安町 普通免許、日商簿記3級尚可 経理事務の経験
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7月14日 13040-47149601 事務職 一般 ¥137,445 ～ ¥137,445 不問 倶知安町 普通免許 不問

7月14日 01131-841201 相談員 一般 ¥175,000 ～ ¥235,000 64歳以下 倶知安町 普通免許、ヘルパー2級ヘルパー1級いずれかで可
障がい者施設や介護施設等の福祉職または学
校教員での勤務経験者

7月14日 01131-860001 一般事務 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 倶知安町 普通免許 不問

7月14日 01131-880101 事務員 一般 ¥130,500 ～ ¥142,500 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-893501 クリーンスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-877501 介護員 一般 ¥172,000 ～ ¥172,000 59歳以下 京極町 不問 不問

7月14日 01131-878001 介護福祉士 一般 ¥190,000 ～ ¥200,000 59歳以下 京極町 介護福祉士 不問

7月14日 13010-49286701 環境プラントの維持管理 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 59歳以下 ニセコ町 不問 不問

7月14日 01070-2974501 販売員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 35歳以下 ニセコ町 不問 不問

7月14日 01131-1094101 一般事務 一般 ¥146,800 ～ ¥200,000 44歳以下 ニセコ町 普通免許 不問

7月14日 01131-996101 客室係 一般 ¥137,760 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

7月14日 01131-1038701 一般事務 一般 ¥200,000 ～ ¥350,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

7月14日 01131-1046801 チーズ製造 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

7月14日 01131-1051101 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

7月14日 01131-910901 菓子販売員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

7月14日 01131-916501 歯科助手 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

7月14日 01131-967501 介護職員 一般 ¥140,500 ～ ¥160,500 不問 留寿都村 介護職員初任者研修尚可 業務経験

7月14日 01131-977301
道の駅の直売場で地場産野菜
や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

7月14日 01131-978601
道の駅をステージとした営業
や事業の運営

一般 ¥158,400 ～ ¥176,000 59歳以下 留寿都村 普通免許 営業、販売経験者尚可

7月14日 01131-1087701 調理係 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 不問 真狩村 不問 不問

7月14日 01131-986601 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

7月14日 01131-896601 日常清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問
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7月14日 01131-1153001 訪問・居宅介護員 パート ¥880 ～ ¥920 不問 倶知安町 普通免許、ヘルパー2級介護福祉士いずれかで可 介護業務の経験尚可

7月14日 01131-1155601 事務員 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 普通免許 不問

7月14日 01131-1157101 介護員 パート ¥880 ～ ¥920 不問 倶知安町 普通免許、介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

7月14日 01131-1160501 調理補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1161001 介護員 パート ¥865 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 介護福祉士尚可 不問

7月14日 01131-1190101 入浴介助スタッフ パート ¥861 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1115901 客室清掃【コテージ】 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-1081001 児童指導補助員 パート ¥897 ～ ¥1,019 不問 倶知安町 不問 子育て経験、児童福祉に関心のある方

7月14日 01131-974201 職業指導員 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 普通免許 不問

7月14日 01131-1024001 窓口業務 パート ¥870 ～ ¥870 不問 倶知安町 不問 金融関係勤務経験尚可

7月14日 01131-919601 歯科助手 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-828301 調剤薬局事務兼助手 パート ¥900 ～ ¥1,500 不問 倶知安町 不問 不問

7月14日 01131-833201 医療事務及び診療補助 パート ¥900 ～ ¥1,050 64歳以下 倶知安町 医療事務資格尚可 医療事務実務経験

7月14日 01131-861301 知的障がい者支援員 パート ¥861 ～ ¥950 不問 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問

7月14日 01131-983501 看護助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

7月14日 01131-1192701 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

7月14日 01131-1112001 調剤薬局事務兼助手 パート ¥900 ～ ¥950 不問 ニセコ町 不問 不問

7月14日 01131-911101 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

7月14日 01131-839101 こども館補助支援員 パート ¥897 ～ ¥897 不問 ニセコ町 不問 不問

7月14日 01131-870601 ピザ店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

7月14日 01230-10193001 コーン・馬鈴薯の選果作業 パート ¥968 ～ ¥1,000 不問 留寿都村 不問 不問

7月14日 01230-10197101 大根の選果作業 パート ¥968 ～ ¥1,000 不問 留寿都村 不問 不問
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7月14日 01240-8499701 販売員 パート ¥861 ～ ¥950 不問 留寿都村 不問 不問

7月14日 01131-1108101 製造・販売 パート ¥880 ～ ¥1,000 不問 真狩村 不問 不問

7月14日 01130-519001 医療事務員 一般 ¥120,567 ～ ¥142,296 不問 岩内町 不問 不問

7月14日 01130-521101
医療事務、検査補助、看護助
手

一般 ¥175,000 ～ ¥180,000 不問 岩内町 普通免許 医療事務、薬局事務経験

7月14日 01130-498001 一般事務 一般 ¥126,916 ～ ¥158,287 不問 岩内町 普通免許 PC操作経験者

7月14日 01130-487801 経理事務 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経理経験尚可

7月14日 01130-489501 薬局事務員兼販売員 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経験尚可

7月14日 01130-418101 品質保証スタッフ 一般 ¥151,666 ～ ¥151,666 45歳以下 岩内町 普通免許 不問

7月14日 01130-454501 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

7月14日 01130-403801 水産加工員 一般 ¥137,760 ～ ¥138,400 不問 岩内町 不問 不問

7月14日 01130-395101 介護員 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳～40歳 岩内町 普通免許 不問

7月14日 01130-363701 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 35歳以下 岩内町 普通免許（AT不可） 不問

7月14日 01130-370401 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

7月14日 01130-490601 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 共和町 普通免許 不問

7月14日 01130-360901 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

7月14日 01130-450401
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問

7月14日 01130-463001 ゴミ収集作業員 一般 ¥175,000 ～ ¥190,000 不問 寿都町 不問 不問

7月14日 01130-508701 集配ドライバー 一般 ¥184,800 ～ ¥231,000 不問 寿都町 普通免許（AT不可） 不問

7月14日 01130-455001 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

7月14日 01230-8735401 介護従業者 一般 ¥144,700 ～ ¥160,700 18歳～59歳 寿都町 介護職員初任者研修尚可 介護職経験

7月14日 01010-17902901 支援員 一般 ¥166,000 ～ ¥198,000 64歳以下 寿都町 不問 不問

7月14日 13010-49313101 環境プラントの維持管理 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 59歳以下 黒松内町 不問 不問
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7月14日 01130-520901 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 黒松内町 普通免許 不問

7月14日 01130-433101 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

7月14日 01130-435701 特産品の販売員【催事販売】 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

7月14日 01130-453201 食品製造技術員 一般 ¥146,100 ～ ¥240,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

7月14日 01130-500201 電話受付業務 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 不問 電話応対経験

7月14日 01130-475101 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

7月14日 01130-491901 一般事務 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 共和町 不問 PC操作(ワード・エクセル)接客業の経験尚可

7月14日 01190-4632101 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 泊村 不問 不問

7月14日 01130-473601 特産品の販売員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

7月14日 01130-474901 食品製造技術員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

7月6日 01130-503301 作業用品の販売員 一般 ¥191,000 ～ ¥280,000 不問 岩内町 不問 不問

7月6日 01130-508701 集配ドライバー 一般 ¥184,800 ～ ¥231,000 不問 寿都町 普通免許（AT不可） 不問

7月6日 01030-8402901 販売員 一般 ¥138,018 ～ ¥138,018 69歳以下 倶知安町 不問 不問

7月6日 01131-1110201 事務補助職員 一般 ¥117,822 ～ ¥161,209 不問 倶知安町 不問 医療事務経験者

7月6日 13010-61210301 ハウスキーパー 一般 ¥205,920 ～ ¥205,920 20歳～59歳 ニセコ町 普通免許 不問

7月6日 01130-499301 清掃代行員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許(通勤用) 家事などの清掃経験

7月6日 01130-500201 電話受付業務 パート ¥880 ～ ¥900 不問 岩内町 不問 電話応対経験

7月6日 01131-1117401 ハウスキーピング パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 倶知安町 普通免許(通勤用) 不問

7月6日 01131-1115901 客室清掃【コテージ】 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

7月6日 04010-31103201 レジ パート ¥910 ～ ¥910 不問 倶知安町 不問 不問

7月6日 01131-1112001 調剤薬局事務兼助手 パート ¥900 ～ ¥950 不問 ニセコ町 不問 不問

6月29日 01130-498001 一般事務 一般 ¥126,916 ～ ¥158,287 不問 岩内町 普通免許 PC操作経験者
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6月29日 01131-1102201 事務員 一般 ¥138,600 ～ ¥184,800 不問 倶知安町 不問 不問

6月29日 01130-497501 コンビニ販売店員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 岩内町 不問 不問

6月29日 01130-491901 一般事務(会計年度任用職員) パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 共和町 不問 PC操作（ワード・エクセル)　接客業の経験尚可

6月29日 01131-1107901 製造・調理・販売 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

6月29日 01131-1103501 ホール、キッチン補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

6月29日 01010-21155801
宝くじ販売及び当せん金支払
い業務

パート ¥880 ～ ¥880 不問 倶知安町 不問 不問

6月29日 01131-1109401 製造・調理・販売 パート ¥880 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

6月29日 01131-1108101 製造・販売 パート ¥880 ～ ¥1,000 不問 真狩村 不問 不問

6月23日 01130-487801 経理事務 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経験尚可

6月23日 01130-489501 薬局事務員兼販売員 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 岩内町 普通免許 経験尚可

6月23日 01130-490601 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 共和町 普通免許 不問

6月23日 01131-1089201 受付・庶務・営業 一般 ¥155,500 ～ ¥215,000 59歳以下 倶知安町 普通免許 不問

6月23日 01131-1094101 一般事務 一般 ¥146,800 ～ ¥200,000 44歳以下 ニセコ町 普通免許 不問

6月23日 01230-10190801 人参の選果作業 パート ¥968 ～ ¥1,000 不問 京極町 不問 不問

6月23日 01230-10197101 大根の選果作業 パート ¥968 ～ ¥1,000 不問 留寿都村 不問 不問

6月15日 01131-1078401 医療事務 一般 ¥144,000 ～ ¥240,000 59歳以下 倶知安町 医療事務資格尚可 医療事務経験

6月15日 01131-1068901 事務員 一般 ¥216,500 ～ ¥286,000 不問 倶知安町 普通免許 廃棄物に関する知識

6月15日 01131-1071201 一般事務 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 01131-960601
事務員(受付、予約窓口・医師
事務作業補助者)

一般 ¥130,500 ～ ¥142,500 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 01131-961901 看護助手 一般 ¥130,500 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 01131-975501 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-1014201 【障】教育事務補助員 一般 ¥113,109 ～ ¥151,354 不問 倶知安町 不問 不問
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6月15日 01131-1027901 総務事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 35歳以下 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-1033301 不動産管理業務 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-929101 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 不問 倶知安町 普通免許（AT不可） 建設業での事務経験

6月15日 01131-921701 教習指導員見習 一般 ¥184,800 ～ ¥184,800 40歳以下 倶知安町 普通免許（AT不可） 不問

6月15日 01131-928901 経理事務 一般 ¥160,600 ～ ¥160,600 不問 倶知安町 普通免許、日商簿記3級尚可 経理事務の経験

6月15日 01030-6868201 販売員 一般 ¥138,018 ～ ¥138,018 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 13040-47149601 事務職 一般 ¥137,445 ～ ¥137,445 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-860001 一般事務 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-880101 事務員 一般 ¥130,500 ～ ¥142,500 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 01131-900301
税理士業務・行政書士業務全
般

一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 40歳以下 倶知安町 普通免許（AT不可）、日商簿記3級尚可 不問

6月15日 01131-805901 ディサービス介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-790601 一般事務 一般 ¥165,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-771001 事務補助員 一般 ¥107,640 ～ ¥134,280 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 01131-779201 介護員 一般 ¥151,700 ～ ¥207,300 不問 倶知安町 普通免許、ヘルパー2級尚可、介護福祉士尚可 不問

6月15日 01131-780001 介護員 一般 ¥161,700 ～ ¥217,300 不問 倶知安町 普通免許、介護福祉士 不問

6月15日 01131-639401 生活支援員 一般 ¥230,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-648701 事務(総務・積算・設計業務) 一般 ¥188,000 ～ ¥208,000 59歳以下 倶知安町 普通免許 PC操作

6月15日 01131-657201 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 実務経験が尚可

6月15日 01131-708601 加工食品製造員 一般 ¥143,787 ～ ¥143,787 59歳以下 倶知安町 不問 不問

6月15日 01131-712201 サービス・レジ担当 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 01131-718101 介護福祉士 一般 ¥148,500 ～ ¥187,500 不問 倶知安町 介護福祉士 不問

6月15日 01131-721501 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問
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6月15日 01131-749601 グループホーム支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 18歳以上 倶知安町 普通免許（AT不可）、介護職員初任者研修尚可 福祉施設での就業経験

6月15日 01131-751701 歯科助手・受付 一般 ¥170,000 ～ ¥205,000 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 01230-6041001 冷凍食品製造補助作業 一般 ¥148,500 ～ ¥148,500 不問 京極町 不問 不問

6月15日 01131-1028101 農産物選果施設・倉庫作業係 一般 ¥198,000 ～ ¥198,000 不問 京極町 普通免許（AT不可） 不問

6月15日 01131-1036101 学校教育行政事務員 一般 ¥146,100 ～ ¥195,500 不問 ニセコ町 不問 不問

6月15日 01131-1038701 一般事務 一般 ¥250,000 ～ ¥350,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

6月15日 01070-1784901 販売員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 35歳以下 ニセコ町 不問 不問

6月15日 01131-1005801 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可(未経験の方も応
募可能です)

6月15日 01131-916501 歯科助手 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

6月15日 01131-967501 介護職員 一般 ¥140,500 ～ ¥160,500 不問 留寿都村 介護職員初任者研修尚可 業務経験

6月15日 01131-977301
道の駅の直売場で地場産野菜
や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

6月15日 01131-978601
道の駅をステージとした営業
や事業の運営

一般 ¥158,400 ～ ¥176,000 59歳以下 留寿都村 普通免許 営業、販売経験者尚可

6月15日 01131-974201 職業指導員 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-1024001 窓口業務 パート ¥870 ～ ¥870 不問 倶知安町 不問 金融関係勤務経験尚可

6月15日 01131-933001
母子福祉資金等償還促進協
力員

パート ¥942 ～ ¥1,175 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-919601 歯科助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 01131-833201 医療事務及び診療補助 パート ¥900 ～ ¥1,050 64歳以下 倶知安町 医療事務資格尚可 医療事務実務経験

6月15日 01010-13876501 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 01131-757601 調理補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 倶知安町 不問 不問

6月15日 01131-720201 職業指導員 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-724601 事務員 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月15日 01131-726101 介護員 パート ¥880 ～ ¥920 不問 倶知安町 普通免許、介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問
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6月15日 01131-983501 看護助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

6月15日 01131-911101 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

6月15日 01131-839101 こども館補助支援員 パート ¥897 ～ ¥897 不問 ニセコ町 不問 不問

6月15日 01131-870601 ピザ店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

6月15日 01131-1001901 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級、介護福祉士尚可　介護福祉士の方
は優遇いたします

介護士としての職歴

6月15日 01130-418101 品質保証スタッフ 一般 ¥151,666 ～ ¥151,666 45歳以下 岩内町 普通免許 不問

6月15日 01130-442401 ヘルパー（常勤） 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 岩内町
普通免許、ヘルパー2級尚可、介護福祉士尚可、
いずれかで可

不問

6月15日 01130-454501 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

6月15日 01130-407301 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥240,000 不問 岩内町 普通免許 不問

6月15日 01130-395101 介護員 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳～40歳 岩内町 普通免許 不問

6月15日 01130-369601 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 岩内町
ホームヘルパー2級以上、介護職員初任者研修
以上のいずれかで可

不問

6月15日 01130-370401 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

6月15日 13090-15537301 調剤事務 一般 ¥154,420 ～ ¥174,000 不問 岩内町 不問 調剤薬局経験

6月15日 01130-326001 医療事務員 一般 ¥126,567 ～ ¥142,296 不問 岩内町 不問 不問

6月15日 01130-310601
医療事務、検査補助、看護助
手

一般 ¥175,000 ～ ¥180,000 不問 岩内町 普通免許 医療事務、薬局事務経験

6月15日 01130-286501 介護員 一般 ¥131,100 ～ ¥155,000 18歳以上 岩内町
ヘルパー1級尚可、ヘルパー2級尚可、介護福祉
士尚可

不問

6月15日 01130-437201 介護職員 一般 ¥154,100 ～ ¥268,800 18歳以上 共和町 不問 不問

6月15日 01130-359001 経理事務 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 共和町 普通免許 経理経験尚可

6月15日 01130-360901 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

6月15日 01130-450401
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問

6月15日 01130-455001 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

6月15日 01230-8735401 介護従業者 一般 ¥144,700 ～ ¥160,700 18歳～59歳 寿都町 介護職員初任者研修尚可 介護職経験
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6月15日 01010-17902901 支援員 一般 ¥166,000 ～ ¥198,000 64歳以下 寿都町 不問 不問

6月15日 01240-7675201 事務 一般 ¥156,000 ～ ¥252,000 不問 寿都町 普通免許 事務経験、医療事務経験

6月15日 01130-433101 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

6月15日 01130-435701 特産品の販売員【催事販売】 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

6月15日 01130-445201 特産品の販売員 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

6月15日 01130-453201 食品製造技術員 一般 ¥146,100 ～ ¥240,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

6月15日 01025-461701 職業指導員または生活支援員 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 黒松内町 普通免許 不問

6月15日 01130-440901 介護員 一般 ¥152,800 ～ ¥152,800 不問 蘭越町 ヘルパー2級尚可 不問

6月15日 01130-371701 介護職員 一般 ¥158,856 ～ ¥158,856 18歳以上 蘭越町 不問 不問

6月15日 01130-372801 介護職員 一般 ¥156,000 ～ ¥186,000 18歳以上 蘭越町 介護福祉士尚可 不問

6月15日 01010-14956901 調理師 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 岩内町 調理師 不問

6月15日 01130-475101 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

6月15日 01130-408601 一般事務 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 岩内町 普通免許 不問

6月15日 01130-393601 コンビニエンスストア店員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

6月15日 01130-384301 一般事務・経理 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 普通免許、簿記尚可 経理事務経験のある方

6月15日 27010-18493701 100円ショップの販売スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 岩内町 不問 不問

6月15日 01190-4632101 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 泊村 不問 不問

6月15日 01010-15018001 調理員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 黒松内町 不問 不問

6月15日 01130-473601 特産品の販売員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

6月15日 01130-474901 食品製造技術員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

6月15日 01130-467101 介護員 パート ¥900 ～ ¥1,210 不問 蘭越町 介護職員初任者研修尚可、ヘルパー2級尚可 不問

6月15日 01070-2294601 事務補助員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 蘭越町 不問 不問
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6月8日 01130-418101 品質保証スタッフ 一般 ¥151,666 ～ ¥151,666 45歳以下 岩内町 不問 不問

6月8日 01130-442401 ヘルパー（常勤） 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 岩内町
普通免許、ヘルパー2級尚可、介護福祉士尚可、
いずれかで可

不問

6月8日 01130-454501 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

6月8日 01130-434401 販売員(パート社員) 一般 ¥151,500 ～ ¥151,500 不問 共和町 不問 不問

6月8日 01130-437201 介護職員 一般 ¥154,100 ～ ¥268,800 18歳以上 共和町 不問 不問

6月8日 01130-450401
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問

6月8日 01130-465601 施設管理 一般 ¥195,000 ～ ¥220,000 不問 寿都町 普通免許 不問

6月8日 01130-455001 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

6月8日 01130-433101 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

6月8日 01130-435701 特産品の販売員【催事販売】 一般 ¥146,100 ～ ¥203,700 不問 黒松内町 普通免許 不問

6月8日 01130-440901 介護員 一般 ¥152,800 ～ ¥152,800 不問 蘭越町 ヘルパー2級尚可 不問

6月8日 01131-960601
事務員(受付、予約窓口・医師
事務作業補助者)

一般 ¥130,500 ～ ¥142,500 不問 倶知安町 不問 不問

6月8日 01131-975501 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月8日 01131-1027901 総務事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 35歳以下 倶知安町 普通免許 不問

6月8日 01131-1033301 不動産管理業務 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月8日 01131-1028101 農産物選果施設・倉庫作業係 一般 ¥198,000 ～ ¥198,000 不問 京極町 普通免許（AT不可） 不問

6月8日 01131-996101 客室係 一般 ¥137,760 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

6月8日 01131-1036101 学校教育行政事務員 一般 ¥146,100 ～ ¥195,500 不問 ニセコ町 不問 不問

6月8日 01131-1038701 一般事務 一般 ¥250,000 ～ ¥350,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

6月8日 01131-1046801 チーズ製造 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

6月8日 01131-1051101 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

6月8日 01131-1005801 品質管理業務 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 喜茂別町 不問
品質管理業務に従事経験尚可(未経験の方も応
募可能です)
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6月8日 01131-967501 介護職員 一般 ¥140,500 ～ ¥160,500 不問 留寿都村 介護職員初任者研修尚可 業務経験

6月8日 01131-977301
道の駅の直売場で地場産野菜
や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

6月8日 01131-978601
道の駅をステージとした営業
や事業の運営

一般 ¥158,400 ～ ¥176,000 59歳以下 留寿都村 普通免許 営業、販売経験者尚可

6月8日 01131-986601 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

6月8日 01131-1002101 介護職員 一般 ¥159,527 ～ ¥210,000 64歳以下 真狩村 ヘルパー2級、介護福祉士尚可、介護支援専門員尚可 介護士としての職歴

6月8日 01070-2554801 警備員(交通誘導) パート ¥930 ～ ¥1,000 18歳以上 岩内町 不問 不問

6月8日 01130-475101 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

6月8日 01190-4632101 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 泊村 不問 不問

6月8日 01130-473601 特産品の販売員 パート ¥897 ～ ¥925 不問 黒松内町 普通免許 不問

6月8日 01130-467101 介護員 パート ¥900 ～ ¥1,210 不問 蘭越町 介護職員初任者研修尚可、ヘルパー2級尚可 不問

6月8日 01131-974201 職業指導員 パート ¥870 ～ ¥880 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月8日 01131-1024001 窓口業務 パート ¥870 ～ ¥870 不問 倶知安町 不問 金融関係勤務経験尚可

6月8日 01131-983501 看護助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

6月8日 01131-997401 客室係(9時～15時) パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

6月8日 01131-970101 介護職員 パート ¥910 ～ ¥920 不問 喜茂別町 不問 不問

6月8日 01131-1026601 清掃員(観光トイレ) パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 喜茂別町 不問 不問

6月8日 01131-1001901 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級、介護福祉士尚可　介護福祉士の方
は優遇

介護士としての職歴

6月1日 01130-403801 水産加工員 一般 ¥137,760 ～ ¥138,400 不問 岩内町 不問 不問

6月1日 01130-407301 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥240,000 不問 岩内町 普通免許 不問

6月1日 01131-944901 事務員 一般 ¥138,600 ～ ¥184,800 不問 倶知安町 不問 不問

6月1日 01131-929101 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 不問 倶知安町 普通免許（AT不可） 建設業での事務経験

6月1日 01131-930801 知的障がい者支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 不問
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6月1日 01130-408601 一般事務 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 岩内町 普通免許 不問

6月1日 01131-933001
母子福祉資金等償還促進協
力員

パート ¥942 ～ ¥1,175 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月1日 01010-18364601 レジおよび厨房スタッフ パート ¥1,500 ～ ¥1,800 不問 喜茂別町 不問 不問

5月25日 01230-7935401 行政窓口のサポート業務 一般 ¥144,000 ～ ¥168,000 不問 岩内町 不問 不問

5月25日 01010-16950401 入力代行のお仕事 一般 ¥272,000 ～ ¥272,000 不問 岩内町 不問 事務経験

5月25日 01130-395101 介護員 一般 ¥153,120 ～ ¥167,200 18歳～40歳 岩内町 普通免許 不問

5月25日 01010-17902901 支援員 一般 ¥166,000 ～ ¥198,000 64歳以下 寿都町 不問 不問

5月25日 01230-7938201 行政窓口のサポート業務 一般 ¥144,000 ～ ¥168,000 不問 倶知安町 不問 不問

5月25日 01131-928901 経理事務 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 普通免許、日商簿記3級尚可 経理事務の経験

5月25日 01030-6868201 販売員 一般 ¥138,018 ～ ¥138,018 不問 倶知安町 不問 不問

5月25日 01131-910901 菓子販売員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

5月25日 01131-916501 歯科助手 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 59歳以下 喜茂別町 不問 不問

5月25日 01131-919601 歯科助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

5月25日 01131-911101 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許 不問

5月18日 01130-369601 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 岩内町
ホームヘルパー2級以上、介護職員初任者研修
以上のいずれかで可

不問

5月18日 01130-370401 介護士 一般 ¥131,100 ～ ¥185,000 18歳以上 岩内町 介護福祉士 不問

5月18日 13090-15537301 調剤事務 一般 ¥154,420 ～ ¥174,000 不問 岩内町 不問 調剤薬局経験

5月18日 01130-326001 医療事務員 一般 ¥126,567 ～ ¥142,296 不問 岩内町 不問 不問

5月18日 01130-310601
医療事務、検査補助、看護助
手

一般 ¥175,000 ～ ¥180,000 不問 岩内町 普通免許 医療事務、薬局事務経験

5月18日 01130-254001 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

5月18日 01130-359001 経理事務 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 共和町 普通免許 経理経験尚可

5月18日 01130-360901 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務
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5月18日 01130-366501 介護職員 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 不問 共和町 介護福祉士尚可、介護職員初任者研修尚可 不問

5月18日 01130-284801 介護職員(日勤のみ) 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 共和町 介護職員初任者研修尚可、介護福祉士尚可 不問

5月18日 01130-175301 販売員(パート社員) 一般 ¥148,500 ～ ¥148,500 不問 共和町 不問 不問

5月18日 01130-283701 相談員 一般 ¥178,500 ～ ¥183,500 不問 泊村
普通免許、その他の福祉・介護関係資格　　社会
福祉士尚可

不問

5月18日 01130-200801 施設管理 一般 ¥195,000 ～ ¥220,000 不問 寿都町 普通免許 不問

5月18日 01130-193101 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

5月18日 01130-174001 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

5月18日 01130-179401 介護職員 一般 ¥175,600 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 不問 不問

5月18日 01130-372801 介護職員(正社員) 一般 ¥156,000 ～ ¥186,000 18歳以上 蘭越町 介護福祉士尚可 不問

5月18日 01130-384301 一般事務・経理 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 普通免許、簿記尚可 経理事務経験のある方

5月18日 01130-242701 水産加工作業員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 不問 不問

5月18日 01131-879301 事務員 一般 ¥138,600 ～ ¥184,800 59歳以下 倶知安町 不問 不問

5月18日 01131-884201
旅行業務全般、不動産業、不
動産管理業

一般 ¥200,000 ～ ¥280,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

5月18日 01131-885501 店舗カウンタースタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

5月18日 01131-893501 クリーンスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

5月18日 01131-900301
税理士業務・行政書士業務全
般

一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 倶知安町 普通免許（AT不可）、日商簿記3級尚可 不問

5月18日 01131-805901 ディサービス介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

5月18日 01131-790601 一般事務 一般 ¥165,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

5月18日 01131-792101 一般事務 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

5月18日 01131-640201 生活支援員(正社員) 一般 ¥174,000 ～ ¥241,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

5月18日 01131-648701 事務(総務・積算・設計業務) 一般 ¥188,000 ～ ¥208,000 59歳以下 倶知安町 普通免許 PC操作

5月18日 01131-657201 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通免許 実務経験が尚可
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5月18日 01131-749601 グループホーム支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 18歳以上 倶知安町 普通免許（AT不可）、介護職員初任者研修尚可 福祉施設での就業経験

5月18日 01131-751701 歯科助手・受付 一般 ¥170,000 ～ ¥205,000 不問 倶知安町 不問 不問

5月18日 01131-597601 総務事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 35歳以下 倶知安町 普通免許 不問

5月18日 01030-3194501 一般事務職 一般 ¥179,000 ～ ¥182,100 40歳以下 倶知安町 普通免許 不問

5月18日 01131-503001 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

5月18日 01131-906801 仮設ハウス清掃 一般 ¥132,458 ～ ¥152,250 不問 京極町 普通免許 不問

5月18日 01131-877501 介護員 一般 ¥169,600 ～ ¥169,600 59歳以下 京極町 不問 不問

5月18日 01131-878001 介護福祉士 一般 ¥190,000 ～ ¥200,000 59歳以下 京極町 介護福祉士 不問

5月18日 01070-1784901 販売員(A) 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 35歳以下 ニセコ町 不問 不問

5月18日 01070-1785101 販売員(B) 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 35歳以下 ニセコ町 普通免許 不問

5月18日 01131-465501 客室係 一般 ¥137,760 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

5月18日 01131-493101 一般事務 一般 ¥250,000 ～ ¥350,000 40歳以下 ニセコ町 普通免許 不問

5月18日 01131-531901 チーズ製造 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

5月18日 01131-533401 ケーキ等製造員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

5月18日 01131-641501 障碍者支援施設支援員 一般 ¥174,000 ～ ¥241,000 不問 喜茂別町 普通免許 不問

5月18日 01131-628601 一般事務 一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 留寿都村 普通免許、日商簿記3級 不問

5月18日 01131-607801
道の駅の直売場で地場産野菜
や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

5月18日 01131-608201
道の駅をステージとした営業
や事業の運営

一般 ¥158,400 ～ ¥176,000 59歳以下 留寿都村 普通免許 営業、販売経験者尚可

5月18日 01131-475301 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

5月18日 01131-833201 医療事務及び診療補助 パート ¥900 ～ ¥1,050 64歳以下 倶知安町 医療事務資格尚可 医療事務実務経験

5月18日 01131-793401 セレモニースタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,083 不問 倶知安町 普通免許 不問

5月18日 01131-731601 事務職員 パート ¥920 ～ ¥920 59歳以下 倶知安町 不問 不問
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5月18日 01131-567401 窓口業務 パート ¥870 ～ ¥870 不問 倶知安町 不問 金融関係勤務経験尚可

5月18日 01131-596301 窓口受付・会計 パート ¥950 ～ ¥950 不問 ニセコ町 医療事務資格尚可 医療事務経験

5月18日 01131-446701 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級、介護福祉士尚可。介護福祉士の方
は優遇いたします

介護士としての職歴

5月7日 13090-15537301 調剤事務 一般 ¥154,420 ～ ¥174,000 不問 岩内町 不問 調剤薬局経験

4月28日 01130-326001 医療事務員 一般 ¥126,567 ～ ¥142,296 不問 岩内町 普通免許 不問

4月28日 01240-7675201 事務 一般 ¥156,000 ～ ¥252,000 不問 寿都町 普通免許 事務経験、医療事務経験

4月28日 01131-805901 ディサービス介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月28日 01131-806101 デイケア介護職員 一般 ¥143,616 ～ ¥195,840 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月28日 01131-809801 事務員 一般 ¥125,800 ～ ¥170,200 不問 倶知安町 不問 不問

4月28日 01131-810301
母子福祉資金等償還促進協
力員

パート ¥942 ～ ¥1,175 不問 倶知安町 普通免許 不問

4月28日 01131-801501 事務補助職員 パート ¥897 ～ ¥1,019 不問 倶知安町 不問 不問

4月20日 01130-323801 ホテルフロント業務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 岩内町 不問 不問

4月20日 01131-760801 経理事務補助員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 岩内町 普通免許 5年以上の実務経験

4月20日 01130-317501 一般事務 一般 ¥131,961 ～ ¥164,567 不問 共和町 普通免許 不問

4月20日 01130-322701 一般事務 一般 ¥154,900 ～ ¥323,360 22歳～40歳 泊村 普通免許 不問

4月20日 01131-790601 一般事務 一般 ¥165,000 ～ ¥230,000 不問 俱知安町 普通免許 不問

4月20日 01131-792101 一般事務 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 俱知安町 普通免許 不問

4月20日 01131-771001 事務補助員 一般 ¥107,640 ～ ¥134,280 不問 俱知安町 不問 不問

4月20日 01100-2243401 菓子販売員 一般 ¥160,000 ～ ¥204,000 40歳以下 留寿都村 普通免許 不問

4月20日 01131-794701 事務補助員 パート ¥898 ～ ¥1,055 不問 俱知安町 不問 不問

4月13日 01131-640201 生活支援員 一般 ¥174,000 ～ ¥241,000 不問 俱知安町 普通免許 不問

4月13日 01131-648701 事務(総務・積算・設計業務) 一般 ¥188,000 ～ ¥208,000 59歳以下 俱知安町 普通免許 PC操作
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4月13日 01131-657201 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 俱知安町 普通免許 実務経験尚可

4月13日 01131-751701 歯科助手・受付 一般 ¥170,000 ～ ¥205,000 不問 俱知安町 不問 不問

4月13日 01131-625501
障がい者の就職を目指す支援
員

一般 ¥147,000 ～ ¥155,000 不問 俱知安町 普通免許（AT不可） 就労経験尚可

4月13日 01131-611901 受付事務員 一般 ¥143,000 ～ ¥192,000 59歳以下 俱知安町 不問 医療事務経験

4月13日 01131-597601 総務事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 35歳以下 俱知安町 普通免許 不問

4月13日 01030-3194501 一般事務職 一般 ¥179,000 ～ ¥182,100 40歳以下 俱知安町 普通免許 不問

4月13日 01131-503001 職業指導員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 俱知安町 普通免許 不問

4月13日 01131-368801 事務員 一般 ¥138,600 ～ ¥184,800 59歳以下 俱知安町 不問 不問

4月13日 01131-253701 生活支援員 一般 ¥165,000 ～ ¥230,000 64歳以下 俱知安町 普通免許、ヘルパー2級、ヘルパー1級いずれかで可 障碍者施設や介護施設での勤務経験

4月13日 01201-354301 企画・営業 一般 ¥180,000 ～ ¥288,000 不問 俱知安町 普通免許（AT不可） 不問

4月13日 01131-665201 食品製造 一般 ¥135,608 ～ ¥142,065 不問 京極町 不問 不問

4月13日 01131-580901 食品製造 一般 ¥157,500 ～ ¥165,000 不問 京極町 不問 不問

4月13日 01131-493101 一般事務 一般 ¥250,000 ～ ¥350,000 40歳以下 ニセコ町 普通免許 不問

4月13日 01131-532101 菓子販売員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

4月13日 01131-433601 一般事務 一般 ¥150,100 ～ ¥154,700 59歳以下 ニセコ町 不問 不問

4月13日 01131-434901 総合職事務員 一般 ¥220,100 ～ ¥254,700 59歳以下 ニセコ町 普通免許（AT不可） 不問

4月13日 01131-308101 ピザ店スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 ニセコ町 不問 不問

4月13日 01131-263201 歯科助手 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 喜茂別町 不問 不問

4月13日 01131-628601 一般事務 一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 留寿都村 普通免許、日商簿記3級 不問

4月13日 01131-607801
道の駅の直売場で地場産野菜
や食品などの販売

一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 留寿都村 不問 不問

4月13日 01131-608201
道の駅をステージとした営業
や事業の運営

一般 ¥158,400 ～ ¥176,000 59歳以下 留寿都村 普通免許 営業販売経験者尚可

4月13日 01131-267601 歯科助手 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 不問 留寿都村 不問 不問
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4月13日 01131-475301 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

4月13日 01101-814301 接客事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 俱知安町 不問 不問

4月13日 01131-728701 一般事務補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 俱知安町 不問 不問

4月13日 01131-731601 事務職員 パート ¥920 ～ ¥920 59歳以下 俱知安町 不問 不問

4月13日 01010-11359601 会計年度任用職員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 俱知安町 不問 ワード・エクセルの簡単な操作が可能な方

4月13日 01131-567401 窓口業務 パート ¥870 ～ ¥870 不問 俱知安町 不問 金融関係勤務経験尚可

4月13日 01131-456201 コンビニエンスストア店員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 俱知安町 不問 不問

4月13日 011131-436401 医療事務及び診療補助 パート ¥900 ～ ¥1,050 64歳以下 俱知安町 医療事務資格尚可 医療事務実務経験

4月13日 01131-285101 調剤薬局事務兼助手 パート ¥900 ～ ¥1,500 不問 俱知安町 不問 不問

4月13日 01131-316101 客室清掃【コテージ】 パート ¥900 ～ ¥900 不問 俱知安町 不問 不問

4月13日 01131-453401 看護助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 京極町 介護福祉士尚可、ヘルパー2級尚可 不問

4月13日 01131-596301 窓口受付・会計 パート ¥950 ～ ¥950 不問 ニセコ町 医療事務資格尚可 医療事務経験

4月13日 01131-466001 客室係 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

4月13日 01131-534701 菓子販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

4月13日 01131-306601 菓子製造 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

4月13日 01131-307901 ピザ店スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

4月13日 01131-446701 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級、介護福祉士尚可　介護福祉士の方
は優遇いたします

介護士としての職歴

4月13日 01130-286501 介護員 一般 ¥131,100 ～ ¥155,000 18歳以上 岩内町 ヘルパー1級尚可、ヘルパー2級尚可、介護福祉士尚可 不問

4月13日 01130-260201 品質保証スタッフ 一般 ¥151,666 ～ ¥151,666 45歳以下 岩内町 普通免許 不問

4月13日 01130-254001 水産加工員 一般 ¥146,485 ～ ¥146,485 不問 岩内町 不問 不問

4月13日 01130-237501 管理者 一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 不問 岩内町 普通免許、介護福祉士 不問

4月13日 01130-238001 ヘルパー（常勤） 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 岩内町 普通免許、ヘルパー2級、介護福祉士いずれかで可 不問
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4月13日 01130-217701 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 岩内町 普通免許 不問

4月13日 01130-122501 水産加工員 一般 ¥148,092 ～ ¥148,092 不問 岩内町 不問 経験あれば尚良し

4月13日 01130-91401 介護職員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 18歳以上 岩内町
ホームヘルパー2級以上、介護職員初任者研修
以上のいずれかで可

不問

4月13日 01130-284801 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 共和町 介護職員初任者研修尚可、介護福祉士尚可 不問

4月13日 01130-175301 販売員 一般 ¥148,500 ～ ¥148,500 不問 共和町 不問 不問

4月13日 01130-113201 経理事務 一般 ¥155,000 ～ ¥160,000 不問 共和町 普通免許 経理経験尚可

4月13日 01130-83401 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 共和町 普通免許（AT不可） 経理事務

4月13日 01130-92701 介護職員 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 不問 共和町 介護福祉士尚可、介護職員初任者研修尚可 不問

4月13日 01130-189801
栽培センター職員及び一般事
務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT不可） 不問

4月13日 01130-193101 食品加工員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 寿都町 不問 不問

4月13日 01020-1724401 【地域限定社員】売場・レジ係 一般 ¥172,000 ～ ¥192,000 45歳以下 寿都町 不問 不問

4月13日 01130-174001 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 黒松内町 普通免許 事務経験尚可

4月13日 01025-163401 職業指導員または生活支援員 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 黒松内町 普通免許 不問

4月13日 01131-587001 臨時事務職員 一般 ¥113,022 ～ ¥140,994 不問 蘭越町 不問 不問

4月13日 01130-214901 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 岩内町 普通免許 不問

4月13日 01130-135101 一般事務・経理 パート ¥861 ～ ¥861 不問 岩内町 普通免許、簿記尚可 経理事務経験のある方

4月13日 01130-252201 ソバ製粉製造工 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 蘭越町 普通免許(通勤用) 不問

4月6日 01131-631801 農産物選果施設・倉庫作業係 一般 ¥189,200 ～ ¥189,200 不問
俱知安町、
喜茂別町

普通免許（AT不可） 不問

4月6日 01131-628601 一般事務 一般 ¥150,600 ～ ¥182,200 39歳以下 留寿都村 普通免許　日商簿記3級 不問
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