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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

5月15日 01100-3389081 イベント案内スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 登別市 不問 不問

5月15日 01100-3341481 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥840 不問 登別市 不問 不問

5月15日 01100-3378881 清掃作業員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問

5月15日 01100-3364681 菓子製造員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

5月15日 01100-3356681 生活支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

5月15日 01101-1178681 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 洞爺湖町
普通運転免許（AT限定可・
業務使用の場合あり）

パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ入力程度）

5月15日 01100-3386881 一般事務員 一般 ¥140,616 ～ ¥140,616 不問 室蘭市 不問 事務の実務経験をお持ちの方

5月15日 01100-3387281 販売員 一般 ¥140,616 ～ ¥140,616 不問 伊達市 不問 不問

5月15日 01101-1170581 受付事務員 一般 ¥151,700 ～ ¥181,700 不問 伊達市
普通運転免許
（業務に使用AT限定可）

パソコン入力(ﾜｰﾄﾞエクセル）

5月8日 01100-3037781 調理スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 登別市 不問 不問

5月8日 01100-3062881
ワイヤーハーネス
組立・検査工

パート ¥942 ～ ¥942 59歳以下 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3161381 食器洗浄係 パート ¥850 ～ ¥850 不問 登別市 不問 不問

5月8日 01100-3182781 営業スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月8日 01100-3280281 販売員 パート ¥814 ～ ¥814 59歳以下 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3001481 パック作業員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3314381 販売員 パート ¥125,742 ～ ¥125,742 不問 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3331981 事務補助員 臨時職員 ¥126,600 ～ ¥126,600 不問 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3267381 清掃員 一般 ¥146,700 ～ ¥146,700 不問 登別市 不問 不問

5月8日 01100-3257181
品質管理兼一般事務
員

一般 ¥140,000 ～ ¥198,000 35歳以下 室蘭市 普通運転免許（AT限定可）
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

5月8日 01100-3239781 介護職員 一般 ¥152,500 ～ ¥188,100 不問 室蘭市 不問 不問

5月8日 01100-3215281 診療クラーク 契約職員 ¥132,000 ～ ¥180,000 不問 室蘭市 不問

ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使
用して定型ﾌｫｰﾑに入力でき
ること）
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5月8日 01100-3114981 経理係 契約職員 ¥150,180 ～ ¥165,300 不問 登別市 不問

ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使
用して定型ﾌｫｰﾑに入力でき
ること）

5月8日 01100-3050981 刺しゅう・プリント加工 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 44歳以下 室蘭市 不問
パソコン操作（イラストレー
タ使用できれば尚可）

5月8日 01100-2988881 介護職員 一般 ¥170,000 ～ ¥240,000 不問 室蘭市
普通運転免許（AT限定可・
業務用）

不問

5月8日 01100-2980181 介護職員 一般 ¥154,800 ～ ¥172,000 不問 登別市
普通運転免許（AT限定可・
必須）

不問

5月8日 01100-2974681 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 40歳以下 登別市 不問 不問

5月8日 01101-980581 事務職員 一般 ¥153,000 ～ ¥153,000 不問 伊達市
普通運転免許（AT限定可・
業務用）

パソコン操作・簿記の経験
あれば尚可

5月8日 01100-2961881 事務職員 一般 ¥127,200 ～ ¥160,000 不問 室蘭市 不問
給与計算・社会保険等の
事務手続き経験者

5月2日 01100-2944781 調理補助及び配達 パート ¥820 ～ ¥820 不問 登別市
普通運転免許（AT限定可・業務
に使用・車両持ち込みできる
方・ペーパードライバ不可）

不問

5月2日 01100-2931381 クリーニング仕上員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 室蘭市 不問 不問

5月2日 01100-2919581 事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 登別市 不問 不問

5月2日 01100-2916381 クラーク パート ¥900 ～ ¥900 不問 登別市 不問 不問

5月2日 01100-2920881 清掃員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 登別市 不問 不問

5月2日 01100-2906181
施設給食調理員
（デイサービス）

パート ¥810 ～ ¥860 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月2日 01101-976281 事務員（いやしの郷） 一般 ¥135,000 ～ ¥155,000 不問 伊達市
普通運転免許（業務用）

不問

5月2日 01101-973481 予約係 契約職員 ¥172,800 ～ ¥241,920 不問 洞爺湖町 不問 パソコン入力できる方・予約業務経験者

5月2日 01100-974781 総務スタッフ 契約職員 ¥139,968 ～ ¥164,160 不問 洞爺湖町 不問 パソコン入力できる方

5月2日 01100-2936781 事務員（総務課） 臨時職員 ¥133,259 ～ ¥133,259 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

5月2日 01100-2929781 介護職員 契約職員 ¥176,200 ～ ¥191,250 不問 登別市 不問 経験者優遇

5月2日 01100-2935481
契約調理員（白鳥保育
所）

契約職員 ¥138,400 ～ ¥138,400 不問 室蘭市 不問 不問

5月1日 01100-2923081
介護職員（デイサービ
ス）

一般 ¥166,000 ～ ¥186,000 不問 室蘭市
介護福祉士、初任者研修、実務者研
修のいずれか、　普通運転免許（AT
限定可・業務に使用）

介護業務経験あれば尚可

5月1日 01100-2908381 事務員（栄養課） 準職員 ¥131,000 ～ ¥131,000 不問 登別市
普通運転免許（マイカー通勤必
須）

ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

5月1日 01100-2884081 事務補助員 臨時職員 ¥126,600 ～ ¥126,600 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可）
パソコン（ワード・エクセル）可能な方
不動産に関する経験があれば尚可
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5月1日 01100-2874281 受付事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 室蘭市 不問 不問

5月1日 01100-2873881 事務補助員 臨時職員 ¥126,600 ～ ¥126,600 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

5月1日 01250-2411281
工事事務所での一般事
務

派遣 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 室蘭市 普通運転免許（通勤用）
基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方
事務実務経験あれば尚可

5月1日 01100-2865881 総合事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可） 経理事務経験者優遇

5月1日 01100-2877381 一般事務員 一般 ¥159,000 ～ ¥235,900 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可）
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

5月1日 01100-2863481 一般事務員 一般 ¥140,400 ～ ¥140,400 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月1日 01100-2870581 事務補助員 臨時職員 ¥132,930 ～ ¥132,930 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可）
パソコン（ワード・エクセル等）可能な
方町内会等市民活動に興味のある
方

5月1日 01010-16110681 経理事務員 一般 ¥191,580 ～ ¥191,580 不問 室蘭市 日商簿記3級
ﾊﾟｿｺﾝ操作できる方
（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
経理事務経験者

3月5日 01230-3269681
（ア）商品管理
一般事務員

一般 ¥126,650 ～ ¥152,150 不問 室蘭市 不問 不問

3月5日 01100-1214581 経理事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥155,000 不問 室蘭市
高卒以上
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

ﾊﾟｿｺﾝ操作できる方
（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
経理事務経験者

3月5日 01100-1210081 スクール児童館指導員補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問 不問

3月5日 01100-671281 介護員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 登別市
介護職員初任者研修修了者
（ﾍﾙﾊﾟｰ２級）以上

不問

3月5日 01240-3025281 調理スタッフ パート ¥815 ～ ¥815 不問 伊達市 不問 不問

2月26日 01100-1013581 診療クラーク 一般 ¥132,000 ～ ¥180,000 不問 室蘭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ使用により定
型ﾌｫｰﾑへの入力ができる事）

2月26日 01100-786081 臨時事務補助 一般 ¥135,030 ～ ¥135,030 不問 登別市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
操作のできる方

2月26日 01100-1166681 経理事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 室蘭市
高卒以上
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作ができる方
事務実務経験あれば尚可

2月19日 01100-965981 受付事務員 一般 ¥131,900 ～ ¥131,900 不問 室蘭市 高校卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ使用により定
型ﾌｫｰﾑへの入力ができる事）

2月19日 01100-912181 外来クラーク 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 不問 室蘭市 高卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使って定型
ﾌｫｰﾑへ入力できる事）

2月19日 01100-1173381 臨時研究補助員 一般 ¥141,540 ～ ¥141,540 不問 室蘭市 高卒以上
ﾊﾟｿｺﾝ(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・一太郎）
の基本操作ができる方

2月19日 01040-1185181 一般事務員 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 不問 伊達市
高卒以上
普通運転免許/通勤用

ﾊﾟｿｺﾝ操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
可能な方

2月19日 01100-1162281 窓口及び内部事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 室蘭市 不問
・ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）の操作が円滑に行える
・一般事務実務経験のある方

2月19日 01100-783881 調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 登別市 不問 調理経験をお持ちの方
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2月19日 01100-748981 調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市
普通運転免許
（AT限定可・業務に使用）

不問

3月30日 01020-3510281 宅配員 パート ¥815 ～ ¥815 不問 室蘭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

3月30日 01020-3508581 宅配員 パート ¥815 ～ ¥815 不問 登別市 普通運転免許（AT限定可） 不問
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