
提供：ハローワーク岩内 平成30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

10月15日 01130-820381 技術員 一般 ¥157,000 ～ ¥281,780 不問 岩内町 普通免許 不問

10月15日 01130-893181 一般事務員 一般 ¥144,288 ～ ¥144,288 不問 岩内町 普通免許（通勤用） パソコン操作（ワード・エクセル）使用できる方

10月15日 01130-923281 調剤事務 一般 ¥149,600 ～ ¥193,600 不問 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01130-872581 営業 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 岩内町 普通免許（AT限定可） パソコン操作基本（ワード・エクセル）

10月15日 01130-882781
フロント及びホテル業務全
般

一般 ¥149,040 ～ ¥165,600 不問 岩内町 普通免許（通勤用）
パソコン操作（ワード・エクセル）使用
できる方　　フロント・ホテル業務経験
者尚可

10月15日 01010-31169481 ホール・カウンタースタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 18歳～35歳 岩内町 不問 不問

10月15日 01130-850881 水産加工員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 40歳以下 岩内町 普通免許（ＡＴ限定不可） 不問

10月15日 13010-16192982 プラント施設の運転管理 一般 ¥200,000 ～ ¥215,000 18歳以上 岩内町 不問 不問

10月15日 01070-5325281 清掃員 一般 ¥140,280 ～ ¥146,960 不問 岩内町 普通免許（通勤用） 不問

10月15日 01130-757081 業務管理員 一般 ¥155,700 ～ ¥164,350 18歳～59歳 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01130-887381 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 64歳以下 共和町 普通免許（AT限定可）
事務経験者
パソコン操作（ワード・エクセル）

10月15日 01130-836181 経理事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥250,000 30歳以下 共和町 簿記3級程度 不問

10月15日 01130-787881 販売員 一般 ¥147,000 ～ ¥147,000 不問 共和町 不問 不問

10月15日 01130-839681 携帯電話の販売 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 共和町 不問 不問

10月15日 01130-844181 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 18歳～64歳 共和町 不問 不問

10月15日 01130-855681 配管工 一般 ¥171,600 ～ ¥219,600 30歳以下 共和町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01190-9109181 工事管理員 一般 ¥160,000 ～ ¥219,000 不問 泊村 普通免許 不問

10月15日 01130-848981 施設警備員 一般 ¥237,500 ～ ¥282,000 18歳～64歳 泊村
普通免許
＊警備の免許取得者尚可

不問

10月15日 01130-859781 ビル清掃係 一般 ¥137,775 ～ ¥137,775 不問 泊村 不問 不問

10月15日 01130-834881 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 寿都町 普通免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

10月15日 01020-13435381 店舗スタッフ 一般 ¥136,558 ～ ¥136,558 不問 寿都町 不問 不問
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10月15日 01010-30396881 支援員 一般 ¥146,000 ～ ¥165,000 18歳以上 寿都町 不問 不問

10月15日 01130-851281 食品加工員 一般 ¥146,960 ～ ¥146,960 不問 寿都町 不問 不問

10月15日 01130-852181 水産加工員・製造工 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 寿都町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01130-877181 生活支援員 一般 ¥172,600 ～ ¥190,000 18歳以上 黒松内町 不問 不問

10月15日 01130-738881 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 黒松内町 普通免許（AT限定可）通勤用 不問

10月15日 01130-843281 介護員 一般 ¥169,600 ～ ¥182,000 18歳以上 黒松内町 ヘルパー2級以上 不問

10月15日 01130-845081 介護職員 一般 ¥175,600 ～ ¥200,000 35歳以下 黒松内町 不問 不問

10月15日 01130-745781 調理員 一般 ¥147,600 ～ ¥165,000 不問 黒松内町 不問 不問

10月15日 01020-14136081 交通誘導警備員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01130-806581
ミネラルウォター及びペット
ボトルの製造工

一般 ¥179,000 ～ ¥241,000 18歳～45歳 黒松内町 普通免許 不問

10月15日 01130-869181 事務管理職候補 一般 ¥232,300 ～ ¥302,400 不問 蘭越町 普通免許 病院等での勤務経験

10月15日 01130-925081 介護員 一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 18歳以上 蘭越町 不問 不問

10月15日 01130-740381 介護職員 一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 18歳以上 蘭越町 不問 不問

10月15日 01130-765081 ガソリンスダンド販売員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01130-926381 調理スタッフ パート ¥835 ～ ¥835 不問 岩内町 不問 不問

10月15日 01130-769581 乳製品の製造工 パート ¥870 ～ ¥870 不問 岩内町 不問 不問

10月15日 01130-953481 ごみ収集作業スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01130-873481 菓子製造工 パート ¥835 ～ ¥835 不問 共和町 不問 不問

10月15日 01130-770881 ゴミ収集車助手 パート ¥1,250 ～ ¥1,250 不問 蘭越町 不問 不問

10月15日 01131-1876981 測量・土木設計士 一般 ¥270,000 ～ ¥380,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月15日 01201-1644081
システムエンジニア・
プログラマー

一般 ¥146,000 ～ ¥288,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月15日 01131-1790881 現場管理事務 一般 ¥220,000 ～ ¥320,000 不問 倶知安町 普通免許 不問
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10月15日 01131-2191181 グループホーム支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月15日 01131-1745981 生活支援員 一般 ¥163,000 ～ ¥220,000 64歳以下 倶知安町
普通免許（AT限定可）
ヘルパー2級以上

不問

10月15日 01131-2163481 事務職 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通免許（マイカー通勤可能な方に限る） 事務経験者・パソコンを使用できる方

10月15日 01131-2190281 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥300,000 40歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定可）
パソコン操作（簡単な表計算・文書作
成）必須　　一般事務経験者尚可

10月15日 01131-1861781 受付・庶務 一般 ¥142,500 ～ ¥215,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月15日 01131-2128381 総合事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥185,000 不問 倶知安町 普通免許 パソコン操作（エクセル可能な方）

10月15日 01131-2142181 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町
エクセル・ワード等の操作
普通免許（ＡＴ限定可）

不問

10月15日 01131-2110381 事務員 一般 ¥153,500 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） パソコン基本操作

10月15日 01131-1803881 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（AT限定可） パソコン操作可能な方（ワード・エクセル）

10月15日 01131-1654681
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（AT限定可） パソコン操作可能な方（ワード・エクセル）

10月15日 13010-22515782 営業事務職 一般 ¥163,000 ～ ¥204,000 35歳以下 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2275981 食品販売・企画 一般 ¥300,000 ～ ¥400,000 不問 倶知安町 普通免許 パソコン入力できる方

10月15日 01131-2276581 外販営業 一般 ¥230,000 ～ ¥280,000 不問 倶知安町 普通免許 パソコン入力できる方

10月15日 01110-3792281 営業員 一般 ¥165,000 ～ ¥212,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（ＡＴ限定不可） 不問

10月15日 13010-9916682 営業職 一般 ¥184,000 ～ ¥235,000 35歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01131-2074581 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2078281 ディサービス介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2042481 介護員 一般 ¥146,700 ～ ¥207,300 18歳以上 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2242581 介護職員 一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 不問 倶知安町
普通免許（AT限定可）
【ヘルパー2級等介護資格尚可】

不問

10月15日 01131-1871281 リラクゼーションマッサージ 一般 ¥184,000 ～ ¥220,800 18歳以上 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2028881 調理師・手打蕎麦職人 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-1938381 調理人 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 不問 不問
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10月15日 01131-2159181 調理補助 一般 ¥159,600 ～ ¥201,600 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2071381 キッチンスタッフ 一般 ¥167,200 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2172781 調理・店内業務補助 一般 ¥170,000 ～ ¥270,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2111681
フロント業務・レストラン業
務

一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01131-1883981 レストラン接客 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通自動車第一種免許 不問

10月15日 01131-1899381 レストランホールサービス 一般 ¥163,200 ～ ¥203,680 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月15日 01131-1802781 カスタマーサービススタッフ 一般 ¥209,000 ～ ¥300,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2152681 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

10月15日 01230-18009281 ホール・カウンター係員 一般 ¥170,000 ～ ¥185,000 18歳～64歳 倶知安町 不問 実務経験尚可

10月15日 01131-2122481 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-1720581 メンテナンス作業員 一般 ¥166,334 ～ ¥233,334 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月15日 01190-9142081 警備員 一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2250581 パン製造職人 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 倶知安町 不問 パンの製造及び販売の経験

10月15日 01080-2127281 紳士服の製造 一般 ¥144,000 ～ ¥150,000 59歳以下 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2129681 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

10月15日 01131-1897181
ハウスキーパー兼ドライ
バー

一般 ¥176,400 ～ ¥193,200 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月15日 01131-1661081
メンテナンススタッフ
（物件管理）

一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 倶知安町 普通免許（通勤用） 不問

10月15日 01131-2194681 塗装土木作業員 一般 ¥210,000 ～ ¥252,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01131-1808681 配送員 一般 ¥161,150 ～ ¥221,150 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

10月15日 01131-1996681 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15日 01131-1799781 ハウスキーピング 一般 ¥190,000 ～ ¥270,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2220881 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥160,000 ～ ¥210,000 40歳以下 京極町 普通自動車第一種免許 不問
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10月15日 01131-1937081 介護員 一般 ¥169,600 ～ ¥169,600 59歳以下 京極町 不問 不問

10月15日 01131-1810781 食品製造 一般 ¥160,965 ～ ¥168,630 不問 京極町 不問 不問

10月15日 01131-1849081 受付事務 一般 ¥150,100 ～ ¥154,700 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2115781 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2108881
販売・製品パック作業・製
造補助

一般 ¥161,120 ～ ¥161,120 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01070-5334181 販売員Ａ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 35歳以下 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-1871281
リラクゼーションマッサージ
―

一般 ¥184,000 ～ ¥220,800 18歳以上 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2085881 調理員 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2199881 ピザ等調理及び接客 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 ニセコ町 普通免許（通勤用） 不問

10月15日 01131-1906581 キッチンスタッフ 一般 ¥159,600 ～ ¥201,600 不問 ニセコ町 普通免許（通勤用） 不問

10月15日 01131-1719381 調理スタッフ 一般 ¥186,300 ～ ¥251,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2067581 ホテルフロント業務 一般 ¥153,640 ～ ¥165,600 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2213281 旅館業務全般 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通自動車第一種免許 不問

10月15日 01131-1754981 客室係 一般 ¥136,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2093881 施設管理スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

10月15日 27010-60833681
リラクゼーションサロンセラ
ピストエステティシャン

一般 ¥190,000 ～ ¥250,000 18歳～40歳 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2248081 乳牛飼育員 一般 ¥230,000 ～ ¥250,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-1972581 施設管理スタッフ 一般 ¥186,300 ～ ¥251,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-1902081
塗装作業員及び土木作業
員

一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-1753681 洗い場 一般 ¥146,960 ～ ¥149,600 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-1892581 障害者支援施設支援員 一般 ¥174,000 ～ ¥239,000 不問 喜茂別町 普通免許 不問

10月15日 01100-6201381 菓子販売員 一般 ¥160,000 ～ ¥204,000 40歳以下 留寿都村 普通免許（AT限定可・通勤用） 不問
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10月15日 01131-2233981 給油所業務・監視業務 一般 ¥159,100 ～ ¥191,350 59歳以下 留寿都村
普通免許【危険物乙4種尚可
（入社後取得可）】

パソコン操作（ワード・エクセル）

10月15日 01131-1958481 介護職員 一般 ¥151,400 ～ ¥281,000 18歳以上 真狩村 不問 不問

10月15日 01131-1833681 工場内軽作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 真狩村 不問 基本的なPC操作

10月15日 01131-2107781 児童指導員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

10月15日 01131-1928181 受付・庶務 パート ¥835 ～ ¥835 不問 倶知安町 普通免許 不問

10月15日 01131-1660181 コンビニエンスストア店員 パート ¥900 ～ ¥1,250 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2278781 配達・販売 パート ¥1,400 ～ ¥1,400 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-1703981 店員 パート ¥860 ～ ¥950 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-1749881 販売員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2241981 介護職員 パート ¥835 ～ ¥1,200 不問 倶知安町
普通免許（AT限定可）
【ヘルパー2級等介護資格尚可】

不問

10月15日 01010-36992081 調理人 パート ¥900 ～ ¥1,200 18歳以上 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2204881 レストラン補助サポート パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 普通自動車第一種免許 不問

10月15日 01131-2174281 ホールスタッフ パート ¥860 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2029281
ホール・調理補助・洗い場
係

パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-2151381 ホールスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,100 18歳以上 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-1998581 クリーンスタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-1798481 ハウスキーピング パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-1637381 客室清掃係 パート ¥835 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-1855281 青果物の加工作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

10月15日 01131-1780481 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-1642281 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 普通免許（AT限定可） エクセル・ワードの初歩的なＰＣ操作（入力程度）

10月15日 01131-1959781 販売・製品パック作業 パート ¥870 ～ ¥900 不問 ニセコ町 不問 不問
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10月15日 01131-1655981 菓子製造 パート ¥850 ～ ¥900 不問 ニセコ町 普通免許（通勤用） 不問

10月15日 01131-1900281 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2094281 洋食調理スタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,200 18歳以上 ニセコ町 不問 調理経験者

10月15日 01131-1969181 従業員食堂調理スタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,500 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2068481 ウェイター・ウェイトレス パート ¥850 ～ ¥900 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-1975881 ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-1752381 客室係 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-2089381 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-1971981 客室清掃 パート ¥835 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

10月15日 01131-1939681 調理・調理補助スタッフ パート ¥850 ～ ¥950 不問 喜茂別町 不問 不問

10月15日 01010-39069881 調理補助 パート ¥940 ～ ¥940 不問 留寿都村 不問 不問

10月15日 01131-2140881 ガソリンスタンド店員 パート ¥850 ～ ¥1,200 不問 真狩村 普通免許・危険物尚可 不問

10月15日 01131-2045281 介護職員 パート ¥835 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー2級以上（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9日 01130-923281 調剤事務 一般 ¥149,600 ～ ¥193,600 不問 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

10月9日 01130-929581 介護員 一般 ¥146,960 ～ ¥167,200 18歳～30歳 岩内町
介護職員初任者研修(旧ヘル
パー2級）介護福祉士尚可・介
護支援専門員尚可、普通免

不問

10月9日 01070-5246181 警備員 一般 ¥164,560 ～ ¥184,800 18歳以上 岩内町 不問 不問

10月9日 01130-934381 水産加工員 一般 ¥142,077 ～ ¥142,077 不問 岩内町 不問 不問

10月9日 01190-9109181 工事管理員 一般 ¥160,000 ～ ¥219,000 不問 泊村 普通免許 不問

10月9日 01130-935681 工場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 寿都町 普通免許（ＡＴ限定不可） パソコン入力基本操作できれば可

10月9日 01130-930881 生活支援員 一般 ¥147,600 ～ ¥165,000 不問 黒松内町
介護職員初任者研修（介護福
祉士尚可）＊入社後取得可

不問

10月9日 01020-14136081 交通誘導警備員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 普通免許（AT限定可） 不問

10月9日 01130-925081 介護員 一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 18歳以上 蘭越町 不問 不問
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10月9日 01131-2163481 事務職 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通免許（通勤用） 事務経験者・パソコン操作可能な方

10月9日 01131-2128381 総合事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥185,000 不問 倶知安町 普通免許 パソコン操作（エクセル可能な方）

10月9日 01131-2110381 事務員 一般 ¥153,500 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） パソコン基本操作

10月9日 13010-22515782 営業事務職 一般 ¥163,000 ～ ¥204,000 35歳以下 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2145681 営業事務 一般 ¥291,666 ～ ¥333,333 不問 倶知安町 普通免許
社会人として3年以上の経験をお持ち
の方
パソコン基本操作（ワード・エクセル）

10月9日 01010-37289981 auショップスタッフ 一般 ¥175,000 ～ ¥195,000 35歳以下 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2074581 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2078281 ディサービス介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2242581 介護職員 一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 不問 倶知安町
普通免許（AT限定可）
【ヘルパー2級等介護資格尚可】

不問

10月9日 01131-2172781 調理・店内業務補助 一般 ¥170,000 ～ ¥270,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2060881 ホールスタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2111681
フロント業務・レストラン業
務

一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

10月9日 01131-2152681 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

10月9日 01131-2122481 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2217681 機械整備員 一般 ¥165,000 ～ ¥170,000 18歳～59歳 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

10月9日 01190-9142081 警備員 一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2129681 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

10月9日 01131-2194681 舗装土木作業員 一般 ¥210,000 ～ ¥252,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

10月9日 01131-2220881 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥160,000 ～ ¥210,000 40歳以下 京極町 普通自動車第一種免許 不問

10月9日 01131-2115781 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月9日 01131-2108881
販売・製品パック作業・製
造補助

一般 ¥161,120 ～ ¥161,120 不問 ニセコ町 不問 不問

10月9日 01131-2085881 調理員 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 不問 ニセコ町 不問 不問
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10月9日 01131-2199881 ピザ等調理及び接客 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 ニセコ町 普通免許（通勤用） 不問

10月9日 01131-2066981 ウェイター・ウェイトレス 一般 ¥156,400 ～ ¥184,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月9日 01131-2067581 ホテルフロント業務 一般 ¥153,640 ～ ¥165,600 不問 ニセコ町 不問 不問

10月9日 01131-2213281 旅館業務全般 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通自動車第一種免許 不問

10月9日 01131-2093881 施設管理スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 ニセコ町 普通免許 不問

10月9日 01100-6201381 菓子販売員 一般 ¥160,000 ～ ¥204,000 40歳以下 留寿都村 普通免許（AT限定可・通勤用） 不問

10月9日 01131-2183181 ガソリンスタンド店員 一般 ¥160,000 ～ ¥230,000 35歳以下 留寿都村
普通免許（AT限定不可）
【危険物乙種尚可】

不問

10月9日 01131-2233981 給油所業務・監視業務 一般 ¥159,100 ～ ¥191,350 59歳以下 留寿都村
普通免許
危険物乙4種尚可（入社後取得
可）

パソコン操作（エクセル・ワード）

10月9日 01131-2141281 ガソリンスタンド店員 一般 ¥150,000 ～ ¥230,000 不問 真狩村
普通免許
危険物尚可

不問

10月9日 01131-2209681 自動車板金塗装工 一般 ¥160,000 ～ ¥300,000 不問 真狩村 普通免許（通勤用） 不問

10月9日 01130-947881 学習塾アシスタント パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 岩内町 不問 不問

10月9日 01130-926381 調理スタッフ パート ¥835 ～ ¥835 不問 岩内町 不問 不問

10月9日 01130-953481 ごみ収集作業スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

10月9日 01130-954781 清掃・施設管理業務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 寿都町 普通免許（AT限定可） 不問

10月9日 01131-2153981 コンビニエンスストア店員 パート ¥835 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2241981 介護職員 パート ¥835 ～ ¥1,200 不問 倶知安町
普通免許（AT限定可）
【ヘルパ－2級等介護資格尚可】

不問

10月9日 01131-2204881 レストラン補助サポート パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 普通自動車1種免許 不問

10月9日 01131-2070081 キッチンスタッフ(調理補助) パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2059581 ホールスタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,300 不問 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2203781 レストラン接客 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2151381 ホールスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,100 18歳以上 倶知安町 不問 不問

10月9日 01131-2094281 洋食調理スタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,200 18歳以上 ニセコ町 不問 調理経験者
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10月9日 01131-2068481 ウェイター・ウェイトレス パート ¥850 ～ ¥900 不問 ニセコ町 不問 不問

10月9日 01131-2084781 客室清掃及び宴会係 パート ¥835 ～ ¥835 不問 ニセコ町 不問 不問

10月9日 01131-2089381 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

10月9日 01131-2193381 清掃係 パート ¥1,000 ～ ¥1,300 不問 ニセコ町 不問 不問

10月9日 01131-2058981 清掃スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 留寿都村 不問 不問

10月9日 01131-2140881 ガソリンスタンド店員 パート ¥850 ～ ¥1,200 不問 真狩村 普通免許 危険物尚可 不問

10月9日 01131-2045281 介護職員 パート ¥835 ～ ¥1,100 不問 真狩村 ヘルパー2級以上 介護士としての職歴

9月28日 01131-2030381 固定得意先ルート販売員 一般 ¥185,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

9月28日 01131-2034481 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

9月28日 01131-2033581 ホールスタッフ パート ¥835 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

9月25日 01130-893181 一般事務員 一般 ¥144,288 ～ ¥144,288 不問 岩内町 普通免許（通勤用） パソコン操作（ワード・エクセル）

9月25日 01130-892281 作業用品の販売員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 岩内町 不問 不問

9月25日 01130-887381 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 64歳以下 共和町 普通免許（AT限定可）
事務経験者
パソコン操作（ワード・エクセル）

9月25日 01230-18705081 販売員 一般 ¥109,005 ～ ¥109,005 59歳以下 蘭越町 不問 不問

9月18日 01130-875881 臨時職員 一般 ¥140,700 ～ ¥184,800 不問 共和町 不問 不問

9月18日 01131-1995381
クリーンスタッフ
管理マネージャー

一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月18日 01131-1996681 クリーンスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月18日 01131-1997981 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ兼クリーンスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月18日 01010-34655981 清掃及び管理人 一般 ¥173,000 ～ ¥73,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

9月18日 01131-1988681 介護スタッフ 一般 ¥144,800 ～ ¥144,800 不問 京極町 ﾍﾙﾊﾟｰ2級以上（ﾍﾙﾊﾟｰなくても応募可） 不問

9月18日 01131-1986081 せれみにースタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,083 不問 倶知安町 普通自動車第一種免許 不問

9月13日 01201-1644081
システムエンジニア・
プログラマー

一般 ¥146,000 ～ ¥288,000 不問 倶知安町 普通免許 不問
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9月13日 01131-1790881 現場管理事務 一般 ¥220,000 ～ ¥320,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月13日 01131-1922981 職業指導員 一般 ¥147,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

9月13日 01131-1951281 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ生活支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月13日 01131-1745981 生活支援員 一般 ¥163,000 ～ ¥220,000 不問 倶知安町
ﾍﾙﾊﾟｰ2級以上
普通免許（AT限定可）

不問

9月13日 01131-1619181 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥300,000 40歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定可）
PC操作（簡単な表計算・
文書作成）は必須
一般事務経験者尚可

9月13日 01131-1499881 事務職 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町
普通免許
（ﾏｲｶｰ通勤可能な方に限る）

PC使える方

9月13日 01131-1861781 受付・庶務 一般 ¥137,500 ～ ¥215,000 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月13日 01131-1944181 一般事務 一般 ¥140,250 ～ ¥145,200 不問 倶知安町 不問 PC（ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ初級レベル）

9月13日 01131-1558681 事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） PC基本操作

9月13日 01131-1430481 総合事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥185,000 不問 倶知安町 普通免許 PC操作(ｴｸｾﾙ可能な方）

9月13日 01131-1434181 一般事務員(幹部候補) 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町
ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ等の操作
普通免許（AT限定可）

不問

9月13日 01131-1768181 医療事務及び診療補助 一般 ¥142,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1803881 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（AT限定可） PC操作可能な方(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)

9月13日 13010-93339881 営業事務職 一般 ¥163,000 ～ ¥204,000 35歳以下 倶知安町 不問 不問

9月13日 01070-4554581 医療品販売のルート営業 一般 ¥185,000 ～ ¥250,000 44歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

9月13日 01110-3792281 営業員 一般 ¥165,000 ～ ¥212,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

9月13日 01131-1531381 デイサービス介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1871281 リラクゼーションマッサージ 一般 ¥184,000 ～ ¥220,800 18歳以上
倶知安町
ニセコ町

不問 不問

9月13日 01131-1938381 調理人 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1582381 調理人（すし） 一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 08040-13885381
店舗運営・店舗管理・
店長候補・

一般 ¥200,000 ～ ¥260,000
18歳～
59歳

倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

9月13日 01131-1767281 キッチンスタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許（AT可） 1年以上のキッチンスタッフ経験
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9月13日 01131-1384781 調理補助 一般 ¥159,600 ～ ¥201,600 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1514181
キッチンスタッフ
(調理補助)

一般 ¥167,200 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1899381 レストランホールサービス 一般 ¥163,200 ～ ¥203,680 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月13日 01131-1801481 レストランサービススタッフ 一般 ¥159,600 ～ ¥201,600 18歳以上 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1802781 レストランサービススタッフ 一般 ¥209,000 ～ ¥300,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1583681 ホール係 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1525681
フロント業務
レストラン業務

一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

9月13日 01131-1493381 ホールスタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1415781 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1541981 物件管理全般 一般 ¥215,600 ～ ¥215,600 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

9月13日 01070-4568081 施設巡回員 一般 ¥132,300 ～ ¥132,300 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

9月13日 01131-1897181 ハウスキーパー兼ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 一般 ¥176,400 ～ ¥193,200 不問 倶知安町 普通免許 不問

9月13日 01131-1661081
メンテナンススタッフ
(物件管理）

一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 倶知安町 普通免許(通勤用) 不問

9月13日 01131-1473881 現場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1808681 配送員 一般 ¥161,150 ～ ¥221,150 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

9月13日 01131-1799781 ハウスキーピング 一般 ¥190,000 ～ ¥270,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1457881 清掃作業員 一般 ¥169,840 ～ ¥169,840 49歳以下 倶知安町 普通免許 不問

9月13日 01131-1800581
バーテンダー
レストランサービススタッフ

一般 ¥209,000 ～ ¥300,000 20歳以上 倶知安町 普通免許 不問

9月13日 01131-1937081 介護員 一般 ¥169,600 ～ ¥169,600 59歳以下 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1935281 看護助手 一般 ¥140,400 ～ ¥180,000 18歳以上 京極町 不問 不問

9月13日 01131-1810781 食品製造 一般 ¥160,965 ～ ¥168,630 不問 京極町 不問 不問

9月13日 01131-1849081 受付事務 一般 ¥148,500 ～ ¥148,500 不問 ニセコ町 不問 不問
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9月13日 01131-1470581 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1549381
作業・販売・製品パック
製造補助

一般 ¥161,120 ～ ¥161,120 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1468081 ピザ等調理及び接客 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1719381 調理スタッフ 一般 ¥182,450 ～ ¥251,000 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1597281 レストランスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 18歳以上 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1702681 フロントスタッフ 一般 ¥159,600 ～ ¥201,600 不問 ニセコ町 普通免許（通勤用） 不問

9月13日 01131-1612681 旅館業務全般 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通自動車第一種免許 不問

9月13日 01131-1754981 客室係 一般 ¥136,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 27010-60833681
リラクゼーションサロンセラピ
ストエステティシャン

一般 ¥190,000 ～ ¥250,000
18歳～
40歳

ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1972581 施設管理スタッフ 一般 ¥183,870 ～ ¥233,850 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1753681 洗い場 一般 ¥142,560 ～ ¥149,600 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1892581 障害者支援施設支援員 一般 ¥174,000 ～ ¥239,000 不問 喜茂別町 普通免許 不問

9月13日 01100-4767281 菓子販売員 一般 ¥160,000 ～ ¥204,000 40歳以下 留寿都村 普通免許（AT限定可・通勤用） 不問

9月13日 01131-1890681 一般事務 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 真狩村 不問
事務経験尚可
【PC操作できる方
（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ)】

9月13日 01131-1833681 工場内軽作業 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 真狩村 不問 基本的なPC操作

9月13日 01131-1617881 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

9月13日 01131-1455481 児童指導員 一般 ¥810 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

9月13日 01131-1660181 コンビニエンスストア店員 パート ¥900 ～ ¥1,250 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1703981 店員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1513281 キッチンスタッフ パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1540681 ホールスタッフ パート ¥860 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1492081 ホールスタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,300 不問 倶知安町 不問 不問
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9月13日 01131-1957581 清掃員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1637381 客室清掃員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1581081 洗い場係 パート ¥830 ～ ¥830 不問 倶知安町 不問 不問

9月13日 01131-1931581 看護助手 パート ¥850 ～ ¥1,100 不問 京極町 不問 不問

9月13日 01131-1642281 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 普通免許（AT可）
エクセル・ﾜｰﾄﾞの初歩的な
PC操作（入力程度）

9月13日 01131-1959781 販売、製品パック作業 パート ¥870 ～ ¥900 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1655981 菓子製造 パート ¥830 ～ ¥880 不問 ニセコ町 普通免許(通勤用) 不問

9月13日 01131-1900281 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1969181 従業員食堂調理スタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,500 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1975881 ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1752381 客室係 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1377881 清掃係 パート ¥1,000 ～ ¥1,300 不問 ニセコ町 不問 不問

9月13日 01131-1939681 調理・調理補助スタッフ パート ¥850 ～ ¥950 不問 喜茂別町 不問 不問

9月13日 01131-1966781
レストランホール全般、
調理補助

パート ¥850 ～ ¥900 不問 真狩村 普通免許(通勤用) 不問

9月13日 01130-721181 調剤事務 一般 ¥149,600 ～ ¥158,400 不問 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

9月13日 01130-661681 客室係 一般 ¥139,440 ～ ¥139,440 18歳以上 岩内町 不問 不問

9月13日 01130-870681 水産加工員 一般 ¥140,130 ～ ¥140,130 不問 岩内町 不問 不問

9月13日 01130-815581 鮮魚箱詰め作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 不問 岩内町 普通免許 不問

9月13日 01130-757081 業務管理員 一般 ¥155,700 ～ ¥164,350
18歳～
59歳

岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

9月13日 01130-787881 販売員 一般 ¥147,000 ～ ¥147,000 不問 共和町 不問 不問

9月13日 01130-844181 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000
18歳～
64歳

共和町 不問 不問

9月13日 01130-779781 介護職員(日勤のみ） 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 共和町 不問 不問
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9月13日 01130-781381 販売業務及び一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT限定不可） 不問

9月13日 01130-834881 一般事務 一般 ¥145,000 ～ ¥200,000 不問 寿都町 普通免許（AT限定可） PC(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）操作できる方

9月13日 01130-851281 食品加工員 一般 ¥142,560 ～ ¥142,560 不問 寿都町 不問 不問

9月13日 01130-852181 水産加工・製造工 一般 ¥145,000 ～ ¥200,000 不問 寿都町 普通免許（AT限定可） 不問

9月13日 01130-738881 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 黒松内町 普通免許：AT限定可（通勤用） 不問

9月13日 01130-843281 介護員 一般 ¥169,600 ～ ¥182,000 18歳以上 黒松内町 ﾍﾙﾊﾟｰ2級以上 不問

9月13日 01130-654981 生活支援員 一般 ¥147,600 ～ ¥165,000 不問 黒松内町
介護職員初任者研修(介護福祉士尚
可）
※入社後取得可

不問

9月13日 01130-740381 介護職員 一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 18歳以上 蘭越町 不問 不問

9月13日 01130-662981 作業員 一般 ¥250,000 ～ ¥350,000 不問 蘭越町 普通免許（AT限定不可） 不問

9月13日 01130-674881 学習アシスタント パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 岩内町 不問 不問

9月13日 01130-768981 ホテルフロント業務 パート ¥810 ～ ¥1,000 不問 岩内町 不問 不問

9月13日 01130-769581 乳製品の製造工 パート ¥870 ～ ¥870 不問 岩内町 不問 不問

9月13日 01130-797181 清掃員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 岩内町 不問 不問

9月13日 01130-700581 清掃作業員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 岩内町 不問 不問

9月13日 01230-13703481 レストラン補助業務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 共和町 普通免許尚可 不問

9月13日 01130-859781 ビル清掃 一般 ¥133,650 ～ ¥133,650 不問 泊村 不問 不問

9月3日 01070-4554581
医薬品販売のルートセー
ルス

一般 ¥185,000 ～ ¥250,000 44歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

9月3日 01131-1836481 調理師見習・調理補助 一般 ¥230,000 ～ ¥250,000 20歳以上 倶知安町 不問 不問

9月3日 01131-1841681
汁器備品の整備、清掃、
配送業務。仮設ハウスの
整備、清掃

一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 不問 倶知安町
普通免許（AT限定及び
ﾍﾟｰﾊﾟ^ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ不可）

不問

9月3日 01131-1834981
し尿収集運搬・ゴミ収集作
業

一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

9月3日 01131-1830181 歯科助手 一般 ¥117,000 ～ ¥143,000 不問 ニセコ町 不問 不問

9月3日 01131-1833681 工場内軽作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 真狩村 不問 基本的なPC操作
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9月3日 01130-797181 清掃員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 岩内町 不問 不問

8月27日 01130-789181 倉庫作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥210,000 35歳以下 岩内町 普通免許（AT限定不可） 不問

8月27日 01130-795881 介護員 一般 ¥172,600 ～ ¥195,000 18歳以上 泊村
普通免許
介護福祉士又は介護職員初任者
研修課程修了（ヘルパー2級）尚

不問

8月27日 01131-1808681 営業スタッフ 一般 ¥176,700 ～ ¥215,200 29歳以下 倶知安 普通免許（AT限定不可） 不問

8月27日 01131-1808681 配送員 一般 ¥161,150 ～ ¥221,150 不問 倶知安 普通免許（AT限定不可） 不問

8月27日 01131-1810781 食品製造 一般 ¥160,965 ～ ¥168,630 不問 京極町 不問 不問

8月27日 01070-4455081
業務係（ニセコアンヌプリ国
際スキー場）

一般 ¥140,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許（AT限定不可） 不問

8月27日 13070-78944581 ベーカリー 一般 ¥200,000 ～ ¥350,000 59歳以下 ニセコ町 不問
製パン経験ある方
＊メニュー開発できる方歓迎

8月27日 01070-4454181
リフト・ゴンドラ係（ニセコア
ンヌプリ国際スキー場）

一般 ¥140,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許（AT限定不可） 不問

8月27日 01131-1814081 窓口受付・会計 パート ¥850 ～ ¥950 不問 ニセコ町 医療事務資格 医療事務経験尚可

8月20日 01130-779781 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥159,600 不問 共和町 不問 不問

8月20日 01130-781381 販売業務及び一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 泊村 普通免許（AT限定不可） 不問

8月20日 01131-1803881 店舗カウンタースタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安 普通免許（AT限定可） PC操作可能な方(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）

8月20日 01131-1801481 レストランサービススタッフ 一般 ¥159,600 ～ ¥201,600 18歳以上 倶知安町 不問 不問

8月20日 01131-1802781 レストランサービススタッフ 一般 ¥209,000 ～ ¥300,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

8月20日 01131-1799781 ハウスキーピング 一般 ¥190,000 ～ ¥270,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月20日 01131-1798481 ハウスキーピング パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 倶知安町 不問 不問

8月20日 01131-1807381 家政婦・夫 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 京極町 普通自動車運転免許 不問

8月13日  01240-15190281
健康食品原料の製造ス
タッフ

一般 ¥170,000 ～ ¥290,000 44歳以下 岩内町 普通免許（AT限定不可） 不問

8月13日 01130-537381 技術員 一般 ¥157,000 ～ ¥281,780 不問 岩内町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01130-771281 事務職員（補助） 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 岩内町 不問 不問

8月13日 01130-653681 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥157,000 ～ ¥165,000 35歳以下 岩内町 普通免許（AT限定不可） 不問
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8月13日 01130-747281 ホテルフロント業務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 岩内町 不問 不問

8月13日 01130-701481 フロント・接客係 一般 ¥180,585 ～ ¥180,585 不問 岩内町 普通免許（通勤用） 不問

8月13日 01130-753781 水産加工員 一般 ¥139,320 ～ ¥139,320 不問 岩内町 不問 不問

8月13日 01130-567781 水産加工作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 岩内町 普通免許（AT限定不可） 不問

8月13日 13010-68714581 プラント施設の運転管理 一般 ¥200,000 ～ ¥215,000 18歳以上 岩内町 不問 不問

8月13日 01130-757081 業務管理員 一般 ¥155,700 ～ ¥164,350 18歳～59歳 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

8月13日 01130-535181 技術員 一般 ¥171,600 ～ ¥238,300 30歳以下 共和町 普通免許（AT限定可） 不問

8月13日 13040-88053181 事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 59歳以下 共和町 不問 パソコン操作

8月13日 01130-556581 携帯電話の販売 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 共和町 不問 不問

8月13日 01130-617181 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 18歳～64歳 共和町 不問 不問

8月13日 01010-25346081 カウンター・ホールスタッフ 一般 ¥173,000 ～ ¥216,250 18歳～30歳 共和町 不問 不問

8月13日 01190-6073681 工事管理員 一般 ¥160,000 ～ ¥219,000 不問 泊村 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01130-576881 ビル清掃係 一般 ¥133,650 ～ ¥133,650 不問 泊村 不問 不問

8月13日 01130-552081 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥200,000 不問 寿都町 普通免許（AT限定可）
パソコン（ワード・エクセル）
操作できる方

8月13日 01010-30396881 支援員 一般 ¥146,000 ～ ¥165,000 18歳以上 寿都町 不問 不問

8月13日 01010-21746881 調理員 一般 ¥146,000 ～ ¥157,000 不問 寿都町 不問 不問

8月13日 01130-569281 食品加工員 一般 ¥142,560 ～ ¥142,560 不問 寿都町 不問 不問

8月13日 01130-738881 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 黒松内町 普通免許（AT限定可）通勤用 不問

8月13日 01130-558781 介護職員 一般 ¥175,600 ～ ¥200,000 35歳以下 黒松内町 不問 不問

8月13日 01130-560181 介護員 一般 ¥169,600 ～ ¥182,000 18歳以上 黒松内町 ヘルパー2級以上 不問

8月13日 01130-745781 調理員 一般 ¥147,600 ～ ¥165,000 不問 黒松内町 不問 不問

8月13日 01010-27488981 調理員 一般 ¥147,000 ～ ¥147,000 不問 黒松内町 不問 不問
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8月13日 01020-9865481 交通誘導警備員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 18歳以上 黒松内町 普通免許（AT限定可） 不問

8月13日 01130-706081 用務員 一般 ¥162,600 ～ ¥189,000 不問 黒松内町 普通免許（AT限定可） 不問

8月13日 01130-533881 事務管理職候補 一般 ¥232,300 ～ ¥302,400 不問 蘭越町 普通自動車運転免許 病院等での勤務経験

8月13日 01130-553381 医療事務職員 一般 ¥143,700 ～ ¥168,000 不問 蘭越町 普通自動車運転免許 入院レセプト経験者

8月13日 01230-11739481 販売員 一般 ¥109,005 ～ ¥109,005 59歳以下 蘭越町 不問 不問

8月13日 01130-740381 介護職員 一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 18歳以上 蘭越町 不問 不問

8月13日 01130-658881 介護員 一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 18歳以上 蘭越町 不問 不問

8月13日 01130-561081 介護員 一般 ¥143,700 ～ ¥171,200 18歳以上 蘭越町 不問 不問

8月13日 01130-662981 作業員 一般 ¥250,000 ～ ¥350,000 不問 蘭越町 普通免許（AT限定不可） 不問

8月13日 01130-618081 配達員 一般 ¥187,200 ～ ¥210,200 不問 蘭越町 中型自動車免許（ＡＴ限定不可） 不問

8月13日 01130-674881 学習塾アシスタント パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 岩内町 不問 不問

8月13日 01130-625181 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 岩内町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01130-765081 ガソリンスタンド販売員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

8月13日 01130-713181 調理スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 岩内町 不問 不問

8月13日 01130-768981 ホテルフロント業務 パート ¥810 ～ ¥1,000 不問 岩内町 不問 不問

8月13日 01130-769581 乳製品の製造工 パート ¥870 ～ ¥870 不問 岩内町 普通免許（通勤用） 不問

8月13日 01130-700581 清掃作業員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 岩内町 不問 不問

8月13日 01130-684181 ゴミ収集作業スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

8月13日 01230-13703481 レストラン補助業務員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 共和町 普通免許尚可 不問

8月13日 01130-610681 菓子製造工 パート ¥810 ～ ¥810 不問 共和町 不問 不問

8月13日 01190-5183381 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 泊村 不問 不問

8月13日 01131-1567981 調理補助 パート ¥1,300 ～ ¥1,300 不問 蘭越町 普通免許（通勤用） 不問
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8月13日 01130-770881 ゴミ収集車助手 パート ¥1,250 ～ ¥1,250 不問 蘭越町 不問 不問

8月13日 01201-1644081
システムエンジニア・
プログラマー

一般 ¥146,000 ～ ¥288,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1569481 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1255781 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ生活支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1499881 事務職 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通免許（マイカー通勤可能な方に限る） パソコンを使える方

8月13日 01131-1367581 受付・庶務 一般 ¥137,500 ～ ¥215,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1558681 事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） パソコン基本操作

8月13日 01131-1430481 総合事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥185,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 パソコン操作（エクセル可能な方）

8月13日 01131-1292681 一般事務（経理） 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可）通勤用 パソコン操作（ワード・エクセル・outlookを問題なく使える方）

8月13日 01131-1568581 事務及び発送係 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 パソコン操作（ワード・エクセル・メール）操作可能な方

8月13日 01131-1768181 医療事務及び診療補助 一般 ¥142,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 13010-93339881 営業事務職 一般 ¥163,000 ～ ¥204,000 35歳以下 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1364381 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） エクセル・ワード等のパソコン入力

8月13日 01131-1352881 モバイルアドバイザー 一般 ¥175,000 ～ ¥291,000 不問 倶知安町 普通免許（通勤用） 不問

8月13日 01131-1313381 販売員・アシスタント 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 45歳以下 倶知安町 不問 不問

8月13日 01110-3792281 営業員 一般 ¥165,000 ～ ¥212,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

8月13日 01201-1645381 企画・営業 一般 ¥146,000 ～ ¥288,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1605681 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1531381 デイサービス介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1582381 調理員（すし） 一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1275081 調理師 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 普通自動車1種免許 調理経験があること

8月13日 01131-1384781 調理補助 一般 ¥159,600 ～ ¥201,600 不問 倶知安町 不問 不問
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8月13日 01131-1402381 調理・店内業務補助 一般 ¥170,000 ～ ¥270,000 55歳以下 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1514181
キッチンスタッフ
(調理補助）

一般 ¥167,200 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1583681 ホール係 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1525681
フロント業務・レストラン業
務

一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

8月13日 01131-1493381 ホールスタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1308581 レストランホールサービス 一般 ¥163,200 ～ ¥203,680 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1273281 レストラン接客 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 普通自動車1種免許 不問

8月13日 01131-1517681 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

8月13日 01131-1415781 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1541981 物件管理全般 一般 ¥215,600 ～ ¥215,600 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

8月13日 01131-1271781 不動産管理業務 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

8月13日 01131-1587781 パン製造職人 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 倶知安町 不問 パンの製造・販売の経験

8月13日 01080-2127281 紳士服の製造 一般 ¥141,000 ～ ¥150,000 59歳以下 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1429681 紙製品製造工 一般 ¥175,000 ～ ¥185,000 18歳以上 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1321081
ハウスキーパー兼ドライ
バー

一般 ¥176,400 ～ ¥193,200 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1661081 メンテナンススタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 倶知安町 普通免許（通勤用） 不問

8月13日 01131-1457881 清掃作業員 一般 ¥169,840 ～ ¥169,840 49歳以下 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1485381 配送員 一般 ¥161,150 ～ ¥221,150 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

8月13日 01131-1329281
ドライバー兼クリーンスタッ
フ

一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1330381 クリーンスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01010-21788281 清掃及び管理人 一般 ¥173,000 ～ ¥173,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

8月13日 01131-1305381 医療事務 一般 ¥168,000 ～ ¥240,000 不問 京極町 普通免許（AT限定可） 医療事務経験者

20 ページ



提供：ハローワーク岩内 平成30年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

8月13日 01131-1356381 介護員 一般 ¥169,600 ～ ¥169,600 59歳以下 京極町 不問 不問

8月13日 01131-1526981 工場作業員 一般 ¥175,100 ～ ¥236,400 不問 京極町 普通免許（AT限定可） 不問

8月13日 01131-1470581 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1268381 一般事務員 一般 ¥135,000 ～ ¥150,000 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1549381
販売・製品パック作業・製
造補助

一般 ¥161,120 ～ ¥161,120 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01070-3769381 販売員Ａ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 35歳以下 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1698981 調理員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1719381 調理スタッフ 一般 ¥182,450 ～ ¥251,000 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1190981 ホールスタッフ 一般 ¥183,870 ～ ¥233,850 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1597281 レストランスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 18歳以上 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1489481 ウェイター・ウェイトレス 一般 ¥156,400 ～ ¥184,000 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1702681 フロントスタッフ 一般 ¥159,600 ～ ¥201,600 不問 ニセコ町 普通免許（通勤用） 不問

8月13日 01131-1612681 旅館業務全般 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通自動車1種免許 不問

8月13日 01131-1754981 客室係 一般 ¥136,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1187281 施設管理スタッフ 一般 ¥183,870 ～ ¥233,850 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1226681 設備管理業務 一般 ¥144,936 ～ ¥153,450 18歳以上 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1753681 洗い場 一般 ¥142,560 ～ ¥149,600 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1220781 障がい者支援施設支援員 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 不問 喜茂別町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1228581 製造工員 一般 ¥136,080 ～ ¥136,080 不問 喜茂別町 不問 不問

8月13日 01100-4767281 菓子販売員 一般 ¥160,000 ～ ¥204,000 40歳以下 留寿都町 普通免許（AT限定可）通勤用 不問

8月13日 01131-1363081 保養所業務 一般 ¥208,606 ～ ¥211,850 35歳以下 留寿都町 普通免許（通勤用） 不問

8月13日 01131-1354181 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 真狩村 不問
事務経験尚可
ＰＣ操作できる方(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)
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8月13日 01131-1272881 介護職員 一般 ¥143,300 ～ ¥281,000 不問 真狩村 不問 不問

8月13日 01131-1617881 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

8月13日 01131-1286981 グループホーム世話人 パート ¥810 ～ ¥810 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

8月13日 01131-1574681 惣菜担当 パート ¥810 ～ ¥1,030 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1575981 ベーカリー担当 パート ¥810 ～ ¥1,020 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1684881 菓子販売員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1703981 店員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1749881 販売員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1314681 販売員・アシスタント パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01240-15531081 調理・接客・清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1687081 調理補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1403681 レストラン補助サポート パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 普通自動車1種免許 不問

8月13日 01131-1513281
キッチンスタッフ
(調理補助）

パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1584981 ホール係 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1401081 レストラン接客 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1512881 ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1289781 セレモニースタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,083 不問 倶知安町 普通自動車1種免許 不問

8月13日 01131-1683781 菓子製造員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1603081 清掃員 パート ¥1,000 ～ ¥1,300 不問 倶知安町 普通自動車1種免許 不問

8月13日 01131-1483181 クリーニングスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1300781 日常清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

8月13日 01131-1304081 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,400 不問 京極町 普通免許（AT限定可） 医療事務経験者
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8月13日 01131-1254481 看護助手 パート ¥850 ～ ¥1,100 不問 京極町 不問 不問

8月13日 01131-1780481 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1655981 菓子製造 パート ¥830 ～ ¥880 不問 ニセコ町 普通免許（通勤用） 不問

8月13日 01131-1269681 販売・製品パック作業 パート ¥870 ～ ¥900 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1184481 従業員食堂調理スタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,500 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1594481 ロビーサービスクラーク パート ¥1,050 ～ ¥1,050 18歳以上 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1595781 施設管理スタッフ パート ¥950 ～ ¥950 不問 ニセコ町 普通自動車運転免許 パソコン操作（エクセル・ワード基本操作）

8月13日 01131-1599081 客室清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1195281 客室清掃 パート ¥810 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

8月13日 01131-1229481 調理・調理補助スタッフ パート ¥850 ～ ¥950 不問 喜茂別町 不問 不問

8月13日 01131-1644081 介護職員 パート ¥810 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ヘルパー２級以上（介護福祉士
の方は優遇します）

介護士としての職歴

8月6日 01130-721181 調剤事務 一般 ¥149,600 ～ ¥158,400 不問 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

8月6日 01130-722081
信用事業業務及び一般事
務

一般 ¥142,900 ～ ¥142,900 44歳以下 岩内町 不問 不問

8月6日 01131-1619181 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥300,000 40歳以下 蘭越町 普通免許（AT限定可）
PC操作(簡単な表計算・文書作成）
は必須一般事務経験者尚可

8月6日 01131-1623481 配達・営業 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 倶知安町 普通免許
PC操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ･ﾒｰﾙ）
操作可能な方

8月6日 01131-1605681 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

8月6日 01131-1625881 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥155,000 ～ ¥210,000 40歳以下 京極町 普通自動車1種免許 不問

8月6日 01131-1617881 作業員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 真狩村 不問 不問

8月6日 01131-1603081 清掃員 パート ¥1,000 ～ ¥1,300 不問 倶知安町 普通自動車1種免許 不問

8月6日 01010-29468781 調理補助 パート ¥940 ～ ¥940 不問 留寿都町 不問 不問

8月6日 01131-1618281 作業員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 真狩村 不問 不問

7月30日 01240-15190281 製造スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥290,000 44歳以下 岩内町 普通免許（AT限定不可） 不問
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7月30日 01070-3924781 清掃員 一般 ¥144,180 ～ ¥150,660 不問 岩内町 普通免許（通勤用） 不問

7月30日 01130-706081 用務員 一般 ¥162,600 ～ ¥189,000 不問 黒松内 普通免許（AT限定可） 不問

7月30日 01131-1569481 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

7月30日 01131-1568581 事務及び発送係 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 パソコン操作（ワード・エクセル）

7月30日 01131-1582381 調理員（すし） 一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月30日 01131-1587781 パン製造職人 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 倶知安町 不問 パンの製造・販売の経験

7月30日 01131-1597281 レストランスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 18歳以上 ニセコ町 不問 不問

7月30日 01131-1592981 ロビーサービスクラーク 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 18歳以上 ニセコ町 不問 不問

7月30日 01131-1596881 施設管理スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 ニセコ町 普通自動車運転免許 パソコン操作（ワード・エクセル）

7月30日 01131-1567981 調理補助 パート ¥1,300 ～ ¥1,300 不問 蘭越町 普通免許（通勤用） 不問

7月30日 01131-1571181 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

7月30日 01131-1585581 調理補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

7月30日 01131-1584981 ホール係 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月30日 01131-1598181 洋食調理スタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,200 18歳以上 ニセコ町 不問 調理経験者

7月30日 01131-1594481 ロビーサービスクラーク パート ¥1,050 ～ ¥1,050 18歳以上 ニセコ町 不問 不問

7月30日 01131-1599081 客室清掃員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 不問 不問

7月23日 01130-701481 フロント・接客係 一般 ¥180,585 ～ ¥180,585 不問 岩内町 普通免許（通勤用） 不問

7月23日 01010-27488981 調理員 一般 ¥147,000 ～ ¥147,000 不問 黒松内町 不問 不問

7月23日 01131-1558681 事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） パソコン基本操作

7月23日 01131-1557381 配送ドライバー 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 不問 倶知安町
中型自動車免許第1種（大型第1
種尚可）

不問

7月23日 01131-1549381
販売・製品パック作業・製
造補助

一般 ¥161,120 ～ ¥161,120 不問 ニセコ町 不問 不問

7月23日 01070-3769381 販売員Ａ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 35歳以下 ニセコ町 不問 不問
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7月23日 01100-4767281 菓子販売員 一般 ¥160,000 ～ ¥204,000 40歳以下 留寿都町 普通免許・AT限定可（通勤用） 不問

7月23日 01130-700581 清掃作業員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 岩内町 不問 不問

7月18日 01130-537381 技術員 一般 ¥157,000 ～ ¥281,780 不問 岩内町 普通自動車運転免許 不問

7月18日 01130-653681 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥157,000 ～ ¥165,000 35歳以下 岩内町 普通免許（AT限定不可） 不問

7月18日 01130-528081 販売店員 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 40歳以下 岩内町 不問 不問

7月18日 01130-454281 介護職員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 18歳以上 岩内町
ﾍﾙﾊﾟｰ２級以上・介護職員初
任者研修以上 不問

7月18日 01130-461881 ホテルフロント業務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 岩内町 不問 不問

7月18日 01130-593281 水産加工作業員 一般 ¥140,130 ～ ¥140,130 不問 岩内町 不問 不問

7月18日 13010-68714581 プラント施設の運転管理 一般 ¥200,000 ～ ¥215,000 18歳以上 岩内町 不問 不問

7月18日 01130-517881 業務管理員 一般 ¥155,700 ～ ¥164,350 18歳～59歳 岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

7月18日 01130-535181 技術員 一般 ¥171,600 ～ ¥238,300 30歳以下 共和町 普通免許（AT限定可） 不問

7月18日 01130-606781 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥250,000 30歳以下 共和町 簿記3級程度 不問

7月18日 01010-25346081 カウンター・ホールスタッフ 一般 ¥173,000 ～ ¥216,250 18歳～30歳 共和町 不問 不問

7月18日 01190-6073681 工事管理員 一般 ¥160,000 ～ ¥219,000 不問 泊村 普通自動車運転免許 不問

7月18日 01130-462281 寮管理人 一般 ¥156,000 ～ ¥156,000 不問 泊村 不問 不問

7月18日 01130-576881 ビル清掃係 一般 ¥133,650 ～ ¥133,650 不問 泊村 不問 不問

7月18日 01010-21743581 支援員 一般 ¥146,000 ～ ¥165,000 18歳以上 寿都町 不問 不問

7月18日 01010-21746881 調理員 一般 ¥146,000 ～ ¥157,000 不問 寿都町 不問 不問

7月18日 01130-568881 水産食品加工・製造工 一般 ¥145,000 ～ ¥200,000 不問 寿都町 普通免許（AT限定可） 不問

7月18日 01130-569281 食品加工員 一般 ¥142,560 ～ ¥142,560 不問 寿都町 不問 不問

7月18日 01130-496881 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 黒松内町 普通免許・AT限定可（通勤用） 不問

7月18日 01130-558781 介護職員 一般 ¥175,600 ～ ¥200,000 35歳以下 黒松内町 不問 不問
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7月18日 01130-560181 介護員 一般 ¥169,600 ～ ¥182,000 18歳以上 黒松内町 ヘルパー2級以上 不問

7月18日 01130-460781 調理員 一般 ¥147,600 ～ ¥165,000 不問 黒松内町 不問 不問

7月18日 01023-478481 配送ドライバー 一般 ¥181,500 ～ ¥198,000 不問 黒松内町 中型免許 不問

7月18日 01130-627381 一般事務職員 一般 ¥179,200 ～ ¥213,800 29歳以下 蘭越町 普通免許（AT限定可・業務で使用） 職業に従事し、社会人としての実績を有すること

7月18日 01131-1207181 販売員 一般 ¥142,560 ～ ¥142,560 不問 蘭越町 普通自動車運転免許 不問

7月18日 01230-11739481 販売員 一般 ¥109,005 ～ ¥109,005 59歳以下 蘭越町 不問 不問

7月18日 01130-456081 介護職員 一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 18歳以上 蘭越町 不問 不問

7月18日 01130-618081 配達員 一般 ¥187,200 ～ ¥210,200 不問 蘭越町 中型免許（ＡＴ限定不可） 不問

7月18日 01130-674881 学習塾アシスタント パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 岩内町 不問 不問

7月18日 01130-625181 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 岩内町 普通自動車運転免許 不問

7月18日 01130-490381 ホテルフロント業務 パート ¥810 ～ ¥1,000 不問 岩内町 不問 不問

7月18日 01130-492981 乳製品の製造工 パート ¥870 ～ ¥870 不問 岩内町 普通免許（通勤用） 不問

7月18日 01130-584881 店舗スタッフ パート ¥810 ～ ¥890 不問 共和町 不問 不問

7月18日 01130-483681 和洋菓子販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 共和町 不問 不問

7月18日 01130-486481 訪問介護員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 共和町
普通免許（AT限定可）
介護職員初任者研修・
ヘルパー2級以上

不問

7月18日 01130-512681 ゴミ収集車助手 パート ¥1,250 ～ ¥1,250 不問 蘭越町 不問 不問

7月18日 01201-1042681
システムエンジニア・
プログラマー

一般 ¥146,000 ～ ¥288,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

7月18日 01131-1499881 事務職 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町
普通免許
（ﾏｲｶｰ通勤可能な方に限る）

ＰＣ使える方

7月18日 01131-1298281 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥180,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定可） ＰＳ操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)

7月18日 01131-1313381 販売員・アシスタント 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 45歳以下 倶知安町 不問 不問

7月18日 01201-1043981 企画・営業 一般 ¥146,000 ～ ¥288,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

7月18日 01131-1530081 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥273,000 １８歳以上 倶知安町 不問 不問
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7月18日 01131-1514181
キッチンスタッフ
(調理補助）

一般 ¥167,200 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月18日 01131-1493381 ホールスタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月18日 01131-1088781 メンテナンス作業員 一般 ¥174,667 ～ ¥241,667 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

7月18日 01080-1293481 紳士服の製造 一般 ¥141,000 ～ ¥150,000 59歳以下 倶知安町 不問 不問

7月18日 01131-1321081
ハウスキーパー兼
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ

一般 ¥176,400 ～ ¥193,200 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

7月18日 01131-1110881
メンテナンススタッフ
(物件管理）

一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 倶知安町 普通免許（通勤用） 不問

7月18日 01131-1330381 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18日 01131-1356381 介護員 一般 ¥169,600 ～ ¥169,600 59歳以下 京極町 不問 不問

7月18日 01131-1526981 工場作業員 一般 ¥175,100 ～ ¥236,400 不問 京極町 普通免許（AT限定可） 不問

7月18日 01131-1268381 一般事務員 一般 ¥135,000 ～ ¥150,000 不問 ニセコ町 不問 不問

7月18日 01131-1057181 調理員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 ニセコ町 不問 不問

7月18日 01131-1488581 ホテルフロント 一般 ¥149,040 ～ ¥165,600 不問 ニセコ町 不問 不問

7月18日 01131-1187281 施設管理スタッフ 一般 ¥183,870 ～ ¥233,850 不問 ニセコ町 不問 不問

7月18日 01131-958881
ﾚｽﾄﾗﾝﾎｰﾙ全般
と厨房内補助

一般 ¥155,520 ～ ¥192,000 不問 喜茂別町 普通自動車運転免許 不問

7月18日 01131-1354181 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 真狩村 不問
事務経験尚可
ＰＣ操作できる方(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)

7月18日 01131-1254481 看護助手 パート ¥850 ～ ¥1,100 不問 京極町 不問 不問

7月18日 01131-1186881 客室清掃員 パート ¥810 ～ ¥1,200 不問 ニセコ町 不問 不問

7月18日 01131-1167481 介護職員 パート ¥810 ～ ¥1,100 不問 真狩村
ﾍﾙﾊﾟｰ２級以上（介護福祉士の
方は優遇致します）

介護士としての職歴

7月18日 01131-1069981 店員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 倶知安町 不問 不問

7月18日 01131-1314681 販売員・アシスタント パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月18日 01131-1217381
清掃員
(ホテル客室）

パート ¥850 ～ ¥850 不問 倶知安町 不問 不問

7月18日 01131-1119781 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 普通免許（AT限定可）
ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞの初歩的な
ＰＣ操作(入力程度）
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7月10日 01130-664481 水産加工員 一般 ¥137,808 ～ ¥137,808 不問 岩内町 不問 不問

7月10日 01130-634081 用務員 一般 ¥162,600 ～ ¥189,000 不問 黒松内 普通免許（AT限定可） 不問

7月10日 01130-658881 介護員 一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 １８歳以上 蘭越町 不問 不問

7月10日 01130-671581 土木作業員 一般 ¥252,000 ～ ¥262,500 不問 蘭越町 不問 不問

7月10日 01131-1399981 事務職 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町
普通免許(ﾏｲｶｰ通勤可能な
方に限る）

PCを使える方

7月10日 01131-1434181 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町
ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ等の操作
普通免許(ＡＴ限定可）

不問

7月10日 01131-1402381 調理、店内業務補助 一般 ¥170,000 ～ ¥270,000 55歳以下 倶知安町 不問 不問

7月10日 01131-1370081 飲食店業務 一般 ¥156,400 ～ ¥184,000 不問 倶知安町 普通免許（通勤用） 不問

7月10日 01131-1473881 現場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月10日 01131-1485381 配送員 一般 ¥161,150 ～ ¥221,150 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

7月10日 01131-1457881 清掃作業員 一般 ¥169,840 ～ ¥169,840 49歳以下 倶知安町 普通免許 不問

7月10日 01131-1470581 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 ニセコ町 不問 不問

7月10日 01131-1379181 調理員 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 不問 ニセコ町 不問 不問

7月10日 01131-1458281 ホールスタッフ 一般 ¥126,000 ～ ¥201,600 不問 ニセコ町 不問 不問

7月10日 01130-683281 客室清掃係 パート ¥840 ～ ¥840 不問 岩内町 不問 不問

7月10日 01130-685081 清掃及び施設管理業務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 寿都町 普通免許（AT限定可） 不問

7月10日 01131-1455481 児童指導員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

7月10日 01131-1403681 レストラ補助サポート パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 普通自動車1種免許 不問

7月10日 01131-1513281
キッチンスタッフ
(調理補助）

パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月10日 01131-1400181 ホールスタッフ パート ¥860 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月10日 01131-1512881 ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

7月10日 01131-1483181 クリーニングスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 倶知安町 不問 不問
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7月10日 01131-1467181 ピザ等調理及び接客 パート ¥830 ～ ¥880 不問 ニセコ町 普通免許（通勤用） 不問

7月10日 01131-1377881 清掃係 パート ¥1,000 ～ ¥1,300 不問 ニセコ町 不問 不問

7月10日 1131-1474281 清掃スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 留寿都町 不問 不問

6月29日 01130-631881 水産加工員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 40歳以下 岩内町 普通免許（AT限定不可） 不問

6月29日 01130-627381 一般事務職員 一般 ¥179,200 ～ ¥213,600 29歳以下 蘭越町 普通免許（AT限定可・業務用）
職業に従事し、社会人としての実績を有
すること

6月29日 01131-1362181 一般事務職員 一般 ¥143,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） パソコン操作（ワード・エクセル）

6月29日 01010-24559481 調理員 一般 ¥230,000 ～ ¥330,000 不問 倶知安町 不問 調理経験者（英語の話せる方尚可）

6月29日 01010-24218581 技術正社員 一般 ¥159,000 ～ ¥250,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

6月29日 01131-1356381 介護員 一般 ¥169,600 ～ ¥169,600 59歳以下 京極町 不問 不問

6月29日 01131-1363081 保養所業務 一般 ¥208,606 ～ ¥211,850 35歳以下 留寿都町 普通免許（通勤用） 不問

6月29日 01131-1354181 一般事務職員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 真狩町 不問 パソコン操作（ワード・エクセル）

6月29日 01130-625181 一般事務職員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 岩内町 普通自動車運転免許 不問

6月29日 01010-24579281 ホールスタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

6月25日 01131-616281 フロント・ホテル業務全般 一般 ¥149,040 ～ ¥165,600 不問 岩内町 普通免許（通勤用）
パソコン操作（ワード・エクセル）
フロント、ホテル業務経験者

6月25日 01131-1351781 ルート配送 一般 ¥197,000 ～ ¥227,000 不問 岩内町 普通免許（AT限定不可）

6月25日 01130-617181 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000
18歳～
64歳

共和町 不問 不問

6月25日 01130-618081 配達員 一般 ¥187,200 ～ ¥210,200 不問 蘭越町 中型自動車免許（ＡＴ限定不可） 不問

6月25日 01131-1345281 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

6月25日 01010-23578081 auショップスタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 35歳以下 倶知安町 不問 不問

6月25日 13010-74781281 ホテル運営スタッフ 一般 ¥220,000 ～ ¥350,000 18歳以上 倶知安町 不問 不問

6月25日 01131-1351781 ルート配送 一般 ¥197,000 ～ ¥227,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

6月25日 01131-1330381 クリーンスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町 不問 不問
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6月25日 01131-1334481 看護助手 一般 ¥140,400 ～ ¥180,000 18歳以上 京極町 不問 不問

6月25日 01130-610681 菓子製造工 パート ¥810 ～ ¥810 不問 共和町 不問 不問

6月25日 01240-12953881 フラワーショップ販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 倶知安町 不問 不問

6月25日 01131-1328881 クリーンスタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

6月18日 01130-593281 水産加工員 一般 ¥140,130 ～ ¥140,130 不問 岩内町 不問 不問

6月18日 01131-1309481 職業指導員 一般 ¥147,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

6月18日 01131-1298281 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥180,000 59歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定可） ＰＣ操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）

6月18日 01131-1313381 販売員・アシスタント 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 45歳以下 倶知安町 不問
ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ【入力程度】
ﾒｰﾙ【送受信可能な方】

6月18日 01131-1321081 ハウスキーパー兼ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 一般 ¥176,400 ～ ¥193,200 不問 倶知安町 普通免許 不問

6月18日 01131-1322381
ハウスキーパー
【客室清掃係】

一般 ¥132,300 ～ ¥144,900 不問 倶知安町 不問 不問

6月18日 01131-1312081 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 喜茂別 普通免許 ＰＯ操作可能な方

6月18日 01130-604581 ホテル清掃員 パート ¥820 ～ ¥820 不問 岩内町 不問 不問

6月18日 01131-1323681 事務員 パート ¥830 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問
PC操作(ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ･ﾒｰﾙ等）可能な方　事務経
験(経理経験尚可）

6月18日 01131-1293981 一般事務員(経理） パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 倶知安町
普通免許（AT限定可）通勤用
(免許・車の無い方ご相談可）

PC操作(ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ･outlookを
問題なく使える方）

6月18日 01131-1314681 販売員・アシスタント パート ¥1,000 ～ ¥1,000 45歳以下 倶知安町 不問
ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ【入力程度】
ﾒｰﾙ【送受信可能な方】

6月12日 01131-1261581 測量・土木設計士 一般 ¥270,000 ～ ¥380,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

6月12日 01130-1221881 障がい者支援施設支援員 一般 ¥174,000 ～ ¥239,000 不問
倶知安町
喜茂別

普通自動車運転免許 不問

6月12日 01131-1255781 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ生活支援員 一般 ¥147,000 ～ ¥180,000 不問 倶知安町
普通免許
(ﾍﾙﾊﾟｰ2級以上尚可）

不問

6月12日 01131-711781 職業指導員 一般 ¥147,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

6月12日 01131-845381 事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 倶知安町
普通免許
（ﾏｲｶｰ通勤可能な方に限る）

ＰＣ使える方

6月12日 01130-1264881 事務員 一般 ¥153,150 ～ ¥203,150 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

6月12日 01130-1096481
事務職
【短時間正社員】

一般 ¥130,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町
普通自動車第1種運転免許
（ＡＴ可）

不問
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6月12日 01131-852081 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 倶知安町
ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ当の操作
普通免許(ＡＴ限定可）

不問

6月12日 01131-834281 総合事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥185,000 不問 倶知安町 普通免許 ＰＣ操作(ｴｸｾﾙ可能な方）

6月12日 01131-710481 世話人 一般 ¥160,000 ～ ¥179,000 不問 倶知安町 不問 不問

6月12日 0113-856581 警備員 一般 ¥172,800 ～ ¥180,000 不問 倶知安町 不問 不問

6月12日 01010-21788281 清掃及び管理人 一般 ¥173,000 ～ ¥173,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

6月12日 01131-910681 清掃作業員 一般 ¥169,840 ～ ¥169,840 49歳以下 倶知安町 普通免許 不問

6月12日 01131-1268381 一般事務員 一般 ¥135,000 ～ ¥150,000 不問 ニセコ町 不問 不問

6月12日 01131-912581
一般事務員・受付フロント
係

一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許（AT限定可） ＰＣ操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）

6月12日 01131-858781 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 ニセコ町 不問 不問

6月12日 01131-722181 ピザ等調理及び接客 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 ニセコ町 普通免許（通勤用） 不問

6月12日 01131-1154081 調理スタッフ 一般 ¥183,870 ～ ¥270,700 不問 ニセコ町 不問 不問

6月12日 01131-1036981 客室係 一般 ¥136,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

6月12日 01131-1035681 洗い場 一般 ¥142,560 ～ ¥149,600 不問 ニセコ町 不問 不問

6月12日 01131-958881
ﾚｽﾄﾗﾝﾎｰﾙ全般
と厨房内補助

一般 ¥155,520 ～ ¥192,000 不問 喜茂別 普通免許 不問

6月12日 01131-1272881 介護職員 一般 ¥143,300 ～ ¥281,000 不問 真狩 不問 不問

6月12日 01131-1095581 事務職 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 倶知安町
普通自動車第1種運転免許
（ＡＴ可）

不問

6月12日 01131-1051981 菓子販売員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 倶知安町 不問 不問

6月12日 01131-907881 加工食品製造員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 倶知安町 不問 不問

6月12日 01230-11078581 清掃業務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

6月12日 01131-1079481 青果物の加工作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

6月12日 01131-1119781 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 普通免許（AT限定可）
ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞの初歩的な
ＰＣ操作(入力程度）

6月12日 01131-1184481 従業員食堂調理スタッフ パート ¥1,200 ～ ¥1,500 不問 ニセコ町 不問 不問
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6月12日 01131-867781 清掃係 パート ¥1,000 ～ ¥1,300 不問 ニセコ町 不問 不問

6月11日 01130-537381 技術員 一般 ¥157,000 ～ ¥281,780 不問 岩内町 普通免許 不問

6月11日 01130-522581 医療事務員 一般 ¥124,470 ～ ¥144,601 不問 岩内町 不問 不問

6月11日 01130-528081 販売店員 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 40歳以下 岩内町 不問 不問

6月11日 01130-454281 介護職員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 18歳以上 岩内町
ヘルパー２級以上・
介護職員初任者研修以上

不問

6月11日 01130-469481 水産加工員 一般 ¥139,320 ～ ¥139,320 不問 岩内町 不問 不問

6月11日 01130-409681 水産加工員 一般 ¥137,808 ～ ¥137,808 不問 岩内町 不問 不問

6月11日 01130-517881 業務管理員 一般 ¥155,700 ～ ¥164,350
18歳～
59歳

岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

6月11日 01130-501281 携帯電話の販売 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 共和町 不問 不問

6月11日 01130-576881 ビル清掃係 一般 ¥133,650 ～ ¥133,650 不問 泊 不問 不問

6月11日 01130-552081 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥200,000 不問 寿都町 普通免許（AT限定可） ＰＣ(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)操作できる方

6月11日 01010-17642181 支援員 一般 ¥146,000 ～ ¥165,000 18歳以上 寿都町 普通免許（AT限定不可） 不問

6月11日 01130-569281 食品加工員 一般 ¥142,560 ～ ¥142,560 不問 寿都町 普通免許（AT限定不可） 不問

6月11日 01130-496881 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 黒松内町
普通免許（AT限定可）
通勤用

不問

6月11日 01130-558781 介護職員 一般 ¥175,600 ～ ¥200,000 35歳以下 黒松内町
介護福祉士又はﾍﾙﾊﾟ-1.2級
資格なくても応募可

不問

6月11日 01130-457381 介護職員 一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 18歳以上 蘭越町 不問 不問

6月11日 01130-492981 乳製品の製造工 パート ¥850 ～ ¥850 不問 倶知安町 普通免許（通勤用） 不問

6月5日 01130-528081 販売店員 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 40歳以下 岩内町 不問 不問

6月5日 01130-526281 一般事務・経理事務 一般 ¥130,000 ～ ¥140,000 不問 蘭越町 普通免許（業務用）
PC操作(ﾜｰﾄﾞ、ｴkｾﾙ3級程度の理解
力が必要）

6月5日 13010-63979681 営業事務職 一般 ¥163,000 ～ ¥204,000 35歳以下 倶知安町 不問 不問

6月5日 01131-1140581 配達集荷業務 一般 ¥152,880 ～ ¥246,960 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

6月5日 01131-1154081 調理スタッフ 一般 ¥183,870 ～ ¥270,700 不問 ニセコ町 不問 不問
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6月5日 01131-1138081 客室清掃係 パート ¥810 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

5月30日 01130-517881 業務管理員 一般 ¥155,700 ～ ¥164,350
18歳～
59歳

岩内町 普通免許（AT限定可） 不問

5月30日 01131-1118481 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥230,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） PC操作(ﾜｰﾄﾞ、ｴkｾﾙ入力）

5月30日 01131-1110881
メンテナンススタッフ
(物件管理)

一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 倶知安町 普通免許（通勤用） 不問

5月30日 01131-1117581 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定不可） PC操作(ﾜｰﾄﾞ、ｴkｾﾙ入力）

5月30日 01131-1119781 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 ニセコ町 普通免許（AT限定可）
ｴｸｾﾙ､ﾜｰﾄﾞの初歩的な
PC操作(入力程度）

5月21日 01201-1042681
システムエンジニア・
プログラマー

一般 ¥146,000 ～ ¥288,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01131-1098881 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 不問 不問

5月21日 01201-1043981 企画・営業 一般 ¥146,000 ～ ¥288,000 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01131-1088781 メンテナンス作業員 一般 ¥166,334 ～ ¥233,334 不問 倶知安町 普通自動車運転免許 不問

5月21日 01131-1082081 洋食調理スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 18歳以上 ニセコ町 不問 不問

5月21日 01131-1080281
ㇾストランスーパーバイ
ザー

一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 不問 不問

5月21日 01131-1069981 店員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 倶知安町 不問 不問

5月21日 01131-1079481 青果物の加工作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

5月14日 01130-492981 乳製品の製造工 パート ¥850 ～ ¥850 不問 岩内町 普通免許（通勤） 不問

5月14日 01130-353981 保育補助スタッフ パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 岩内町 不問 不問

5月14日 01010-9638781 調理員 一般 ¥146,000 ～ ¥157,000 不問 寿都町 不問 不問

5月14日 01130-237281 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥200,000 不問 寿都町 普通免許（AT限定可）
ＰＣ操作（エクセル・ワード）操作可能
な方

5月14日 01130-409681 水産加工員 一般 ¥137,808 ～ ¥137,808 不問 岩内町 不問 不問

5月14日 01130-221081 技術員 一般 ¥157,000 ～ ¥281,780 不問 岩内町 普通免許 不問

5月14日 01131-711781 職業指導員 一般 ¥147,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

5月14日 01131-834281 総合事務職 一般 ¥175,000 ～ ¥185,000 不問 倶知安町 普通免許 PC操作(ｴｸｾﾙ可能な方）
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5月14日 01131-547081 介護員(グループホーム） 一般 ¥141,900 ～ ¥207,300 不問 倶知安町 不問 不問

5月14日 01131-529281 調理人 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 不問 不問

5月14日 01131-700981 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14日 01131-858781 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 ニセコ町 不問 不問

5月14日 01131-846681 児童指導員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

5月14日 01131-1003581 調理補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 倶知安町 不問 不問

5月14日 01131-525581 看護助手 パート ¥850 ～ ¥1,100 不問 京極町 不問 不問

5月14日 01131-867781 清掃係 パート ¥1,000 ～ ¥1,300 不問 ニセコ町 不問 不問

5月2日 01130-429781 客室係 一般 ¥139,440 ～ ¥139,440 18歳以上 岩内町 不問 不問

5月2日 01131-909181 一般事務員 一般 ¥143,000 ～ ¥143,000 不問 倶知安町 不問
ＰＣ操作（エクセル・ワード）操作可能
な方

5月2日 01131-912581 一般事務・受付フロント係 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 ニセコ町 普通免許証（AT可）
ＰＣ操作（エクセル・ワード）操作可能
な方

4月26日 01130-416381 事務員 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 不問 寿都町 普通免許証（AT可）
ＰＣ操作（エクセル・ワード）操作可能
な方

4月26日 01131-9000081 調理補助 一般 ¥153,120 ～ ¥176,000 不問 倶知安町 不問 不問

4月26日 01131-872981 配送員 一般 ¥161,150 ～ ¥221,150 35歳以下 倶知安町 普通免許（AT限定不可） 不問

4月26日 01131-893281 ホールスタッフ パート ¥830 ～ ¥900 不問 倶知安町 不問 不問

4月26日 01131-880981 クリーニングスタッフ パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 倶知安町 不問 不問

3月9日 01131-432081 町長秘書(4ヶ月以上) 一般 ¥114,900 ～ ¥157,800 不問 倶知安町 不問 不問

3月9日 01131-445581 事務補助員(4ヶ月以上) 一般 ¥134,800 ～ ¥134,800 不問 倶知安町 不問
ＰＣ使用可能な方
（ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ・一太郎等）

3月9日 01131-425381 事務補助・窓口業務 一般 ¥110,000 ～ ¥152,500 不問 倶知安町 不問
ＰＣ（ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ）等の基本的な操作
できる方

3月9日 01131-439881 事務員 一般 ¥128,700 ～ ¥128,700 不問 倶知安町 不問 基本的なＰＣ操作が可能な方

3月9日 01130-154481 一般事務(4ヶ月以上) パート ¥870 ～ ¥1,061 不問 岩内町 不問 ＰＣ操作

3月9日 01130-162481 経理事務(4ヶ月以上) パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩内町 普通免許証（AT可）
ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙのできる方
事務経験
簿記３級尚可
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3月9日 01130-157281 調理補助(4ヶ月以上) パート ¥870 ～ ¥870 不問 岩内町 不問 不問

3月9日 01130-158181 調理補助(4ヶ月以上) パート ¥870 ～ ¥870 不問 岩内町 不問 不問

3月9日 01131-454481
一般事務補助・窓口業務
等

パート ¥880 ～ ¥890 不問 倶知安町 不問
ＰＣ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ等）
の基本操作

3月9日 01131-455781 事務補助員 パート ¥880 ～ ¥890 不問 倶知安町 不問
ＰＣ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ等）
の基本操作

3月9日 01131-433381
電話交換業務
(4ヶ月以上)

パート ¥850 ～ ¥850 不問 倶知安町 不問 不問

3月9日 01131-427981
調剤薬局事務兼助手
(4ヶ月以上)

パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 倶知安町 不問 不問

3月2日 01130-96181 看護師 一般 ¥255,000 ～ ¥255,000 不問 岩内町 正看護師又は准看護師 不問

3月2日 01131-308981 総合職事務員 一般 ¥180,100 ～ ¥204,700 不問 岩内町 普通免許 不問

3月2日 01131-186081 看護師 一般 ¥180,000 ～ ¥300,000 不問 倶知安町 看護師（准看も可） 不問

3月2日 01131-68981 職業指導員 一般 ¥147,000 ～ ¥160,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

3月2日 01131-226381 総合事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 不問 倶知安町 普通免許
ＰＣ操作
（ｴｸｾﾙ可能な方）

3月2日 01131-223281 一般事務(4ヶ月以上) 一般 ¥147,000 ～ ¥165,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可）
ＰＣ操作
（ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ）

3月2日 01131-190781 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 倶知安町 普通免許（AT限定可） 不問

3月2日 01130-1138571 看護師(4ヶ月以上) パート ¥1,800 ～ ¥1,800 不問 岩内町
正看護師
普通免許

不問

3月2日 01130-45181 介護士(4ヶ月以上) パート ¥840 ～ ¥910 不問 岩内町 不問 不問

3月2日 01130-1145671 介護士(4ヶ月以上) パート ¥980 ～ ¥980 不問 岩内町 不問 不問

3月2日 01130-46081 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ(4ヶ月以上) パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩内町
ﾍﾙﾊﾟｰ２級
普通免許（AT限定可）

不問
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列2

パソコン操作（ワード・エクセル）使用できる方
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パソコン操作可能な方（ワード・エクセル）

パソコン操作可能な方（ワード・エクセル）
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エクセル・ワードの初歩的なＰＣ操作（入力程度）
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パソコン操作（ワード・エクセル・outlookを問題なく使える方）

パソコン操作（ワード・エクセル・メール）操作可能な方
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パソコン操作（エクセル・ワード基本操作）
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職業に従事し、社会人としての実績を有すること
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