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

9月12日 01110-4426971 看護師 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 岩見沢市
看護師
普通運転免許（AT限定不可）
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ不可

不問

9月12日 01110-4419171 一般事務員 一般 ¥141,500 ～ ¥240,000 不問 岩見沢市 不問 不問

9月12日 01110-4399071 訪問介護員 一般 ¥176,000 ～ ¥211,200 59歳以下 岩見沢市
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ２級（介護職員初任
者研修修了）以上
普通運転免許（AT限定可）

不問

9月12日 01110-4330071 看護師・准看護師 一般 ¥211,000 ～ ¥216,000 不問 岩見沢市 看護師又は准看護師 不問

9月12日 01110-4329271 看護師・准看護師 一般 ¥211,000 ～ ¥216,000 不問 岩見沢市 看護師又は准看護師 不問

9月12日 01010-34485771 医事業務（4ヵ月以上) 一般 ¥126,400 ～ ¥137,460 不問 美唄市 不問 不問

9月12日 01110-4429371 事務員（4ヵ月未満) 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 岩見沢市 不問 不問

9月12日 01110-4428071 就労支援員（4ヵ月以上) 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 岩見沢市
普通運転免許（AT限定
可）

不問

9月12日 01110-4323371 介護補助員（4ヵ月以上) 一般 ¥143,775 ～ ¥143,775 不問 美唄市 不問 不問

9月12日 01110-4458771 調理補助員（4ヵ月以上) パート ¥850 ～ ¥850 不問 岩見沢市 不問 不問

9月12日 01110-4437071
嘱託パート支援員
（4ヵ月以上)

パート ¥930 ～ ¥930 不問 美唄市
普通運転免許（AT限定
可）

不問

9月12日 01110-4416871 介護員（4ヵ月以上) パート ¥800 ～ ¥850 不問 岩見沢市
ヘルパー２級以上
普通運転免許（AT限定
可）

不問

9月12日 01110-4367671 介護職員 パート ¥985 ～ ¥985 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

9月12日 01110-4353871 清掃員（4ヵ月以上) パート ¥820 ～ ¥820 不問 美唄市 不問 不問

9月12日 01110-4342471 店内清掃員 パート ¥800 ～ ¥800 不問 美唄市 不問 不問

9月12日 01110-4335771 調理補助員（4ヵ月以上) パート ¥850 ～ ¥850 不問 岩見沢市 不問 不問

9月12日 01110-4331371 看護師・准看護師 パート ¥1,150 ～ ¥1,350 不問 美唄市 看護師・准看護師 不問

9月5日 01110-4133271 営業員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 岩見沢市
普通運転免許
（AT限定不可）

不問

9月5日 01110-4111071 一般事務員 一般 ¥136,240 ～ ¥158,000 不問 岩見沢市
普通運転免許
（AT限定可）

不問

9月5日 01110-4100271 不動産営業事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 岩見沢市
普通運転免許
（AT限定可）

不問

9月5日 01110-4095271 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 美唄市 不問 不問
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9月5日 01232-1913171 看護師 一般 ¥200,000 ～ ¥260,000 不問 美唄市 看護師免許 不問

9月5日 01232-1911271 訪問看護師 一般 ¥200,000 ～ ¥260,000 不問 美唄市 看護師免許 不問

9月5日 01110-4176971 食品製造工 一般 ¥136,080 ～ ¥136,080 不問 岩見沢市 不問 不問

9月5日 01110-4168971 事務員 一般 ¥136,080 ～ ¥136,080 不問 岩見沢市
普通運転免許
（AT限定可）

不問

9月5日 01110-4165771 臨時事務員（4ヵ月未満) 一般 ¥141,540 ～ ¥141,540 不問 美唄市 不問 不問

9月5日 01110-4163571 臨時事務員（4ヵ月以上) 一般 ¥141,540 ～ ¥141,540 不問 美唄市 不問 不問

9月5日 01110-4118271
医師事務作業補助員
（4ヵ月以上)

一般 ¥131,950 ～ ¥131,950 不問 岩見沢市 不問
医療事務又は医師事務
作業補助の経験者

9月5日 01110-4099371 金融事務（4ヵ月以上) 一般 ¥142,560 ～ ¥147,840 不問 岩見沢市
普通運転免許
（AT限定可）

不問

9月5日 01010-32718071 食品加工 パート ¥786 ～ ¥1,000 不問 美唄市 不問 不問

9月5日 01110-4263871 臨時調理員（4ヵ月未満) パート ¥830 ～ ¥830 不問 美唄市 不問 不問

9月5日 01110-4210471 製造員 パート ¥800 ～ ¥900 不問 美唄市 不問 不問

9月5日 01110-4208171 訪問看護師（4ヵ月以上) パート ¥1,400 ～ ¥1,550 不問 岩見沢市 看護師 不問

9月5日 01110-4205871 清掃員 パート ¥786 ～ ¥800 不問 岩見沢市 不問 不問

9月5日 01110-4204771 縫製員 パート ¥800 ～ ¥900 不問 美唄市 不問 不問

9月5日 01110-4199471 出荷作業員・販売員 パート ¥786 ～ ¥850 不問 岩見沢市 不問 不問

9月5日 01110-4189671 経理事務員 パート ¥800 ～ ¥850 不問 岩見沢市 不問 経理業務経験者

9月5日 01110-4166871 レジ業務（4ヵ月以上) パート ¥857 ～ ¥857 不問 岩見沢市 不問 不問

9月5日 01110-4161371 介護員（4ヵ月以上) パート ¥938 ～ ¥938 不問 岩見沢市 不問 不問

9月5日 01110-4155571 接客販売及び製造補助 パート ¥790 ～ ¥790 不問 岩見沢市 不問 不問

9月5日 01110-4109871 事務員 パート ¥850 ～ ¥1,000 64歳以下 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月5日 01110-4105671
事務補助担当職員
（4ヵ月以上)

パート ¥870 ～ ¥925 不問 岩見沢市 不問 事務経験者

9月5日 01110-4101971 ホール係・調理補助 パート ¥840 ～ ¥850 不問 岩見沢市 不問 不問

2 ページ


