
令和　２年　センター求人 　　　　　※取消し線の求人は決定済

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 勤務時間 加入保険 経験・備考

R3・5/6 No.3-43
ケアワーカー
（特別養護老人ホーム）

一般 ¥166,900 ～ ¥197,100 59歳以下 室蘭市 不問

就業時間
①7：00～16：00　　②9：00～18：00
③12：00～21：00
又は、20：50～8：00の間の8時間

雇用・労災・健康・厚生
※ユニットケア（個別ケア）に興味と理解のある方希望
※応募前職場見学可能（詳細は窓口にお問合せ下さい）

R3・5/6 No.3-42
ケアワーカー
（グループホーム）

一般 ¥170,600 ～ ¥202,400 59歳以下 室蘭市 普通自動車運転免許　　必須

就業時間
①7：00～16：00　　 ②10：00～19：00
③13：00～22：00　 　④21：50～8：00
⑤20：00～9：00

雇用・労災・健康・厚生
※未経験者歓迎
※応募前職場見学可能（詳細は窓口にお問合せ下さい）

R3・5/6 No.3-41 介護福祉士 一般 ¥157,400 ～ ¥283,900 59歳以下 室蘭市 介護福祉士　　必須

就業時間
①7：00～16：00　　②9：00～18：00
③12：00～21：00
又は、20：50～8：00の間の8時間

雇用・労災・健康・厚生
※ユニットケア（個別ケア）に興味と理解のある方希望
※近郊にお住まいの方歓迎！
※応募前職場見学可能（詳細は窓口にお問合せ下さい）

R3・5/6 No.3-40
ケアクルー
　　（介護職員）

一般 ¥174,580 ～ ¥179,740 不問 室蘭市 介護職員初任者研修修了者　　あれば尚可
就業時間
①7：50～18：00　　　②7：50～13：00

雇用・労災・健康・厚生
※資格のない方や初めての方でも業務出来ます。
※土・日勤務がありますが、交代してフォローします。
※雇用期間満了後、1年毎の契約更新

R3・5/6 No.3-39
ケアクルー
　　（介護職員）

一般 ¥174,580 ～ ¥179,740 不問 登別市
ホームヘルパー2級　　　　あれば尚可
介護職員初任者研修修了者　あれば尚可

普通自動車運転免許　　　あれば尚可

就業時間
①8：00～18：00

雇用・労災・健康・厚生
※資格のない方や初めての方でも業務出来ます。
※土・日勤務がありますが、交代してフォローします。
※雇用期間満了後、1年毎の契約更新

R3・5/6 No.3-38
ケアクルー
　　（介護職員）

パート ¥1,015 ～ ¥1,045 不問 登別市
ホームヘルパー2級　　　　あれば尚可
介護職員初任者研修修了者　あれば尚可

普通自動車運転免許　　　あれば尚可

就業時間
①8：00～18：00

労災
※資格のない方や初めての方でも業務出来ます。
※土・日勤務がありますが、交代してフォローします。
※雇用期間満了後、1年毎の契約更新

R3・4/28 No.3-37 介護職員 一般 ¥177,200 ～ ¥177,200 不問 室蘭市 不問
就業時間
①6：00～15：00　　　②10：00～19：00
③12：00～21：00　 　④21：00～6：00

雇用・労災・健康・厚生

※介護福祉士資格お持ちの方は、準職員採用となります。
※応募前職場見学可能（随時・旅費の支給なし）
　 希望者は、ﾊﾛｰﾜｰｸ室蘭から交付される「応募前職場見学連絡票」を
　 持参してください。

R3・4/28 No.3-36 介護職員 パート ¥931 ～ ¥931 不問 室蘭市 不問
就業時間
①7：00～19：00 の間の4時間程度

雇用・労災
※応募前職場見学可能（随時・旅費の支給なし）
　 希望者は、ﾊﾛｰﾜｰｸ室蘭から交付される「応募前職場見学連絡票」を
　 持参してください。

R3・4/28 No.3-35 介護職員 一般 ¥152,500 ～ ¥162,500 不問 室蘭市
介護福祉士                 　 あれば尚可

介護職員初任者研修等修了者　あれば尚可

ホームヘルパー2級　　　　あれば尚可

就業時間
①7：00～16：00　　　②9：00～18：00
③10：30～19：30　 　④16：30～9：30

雇用・労災・健康・厚生
介護経験

R3・4/21 No.3-34 調理員 パート ¥866 ～ ¥866 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：20～13：20

雇用・労災
※応募前見学可能
※加入保険等は雇用条件による。

R3・4/20 No.3-33 鮮魚販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 登別市 不問
就業時間
①9：00～13：00
又は7：00～15：00の間の4時間程度

労災 不問

R3・4/20 No.3-32 鮮魚販売員 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 64歳以下 新ひだか町 不問
就業時間
①7：00～16：00
又は7：00～20：00の間の8時間程度

雇用・労災・健康・厚生 ※未経験者には親切・丁寧に指導いたします。

R3・4/20 No.3-31 介護職員 一般 ¥153,000 ～ ¥208,600
18歳～

64歳以下
新冠町

介護職員初任者研修以上あれば尚可
普通自動車運転免許　　必須

就業時間
①7：00～16：00　　②8：00～17：00
③10：00～19：00

雇用・労災・健康・厚生
※介護の経験がない方も安心して働けるよう資格取得支援制度を設けています。
※介護福祉士をお持ちの方歓迎いたします。
《お持ちの取得以外の取得時及び介護職員初任者研修取得費用の助成があります》

R3・4/20 No.3-30 販売員 パート ¥861 ～ ¥921 不問 浦河町 不問
就業時間
①13：00～17：00　　②16：45～22：15

労災
※60歳以上の方も活躍できる職場です。
※希望の時間帯や休日がある場合は相談に応じます。

R3・4/20 No.3-29 食品レジ係 パート ¥941 ～ ¥971 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①8：00～21：45　の間の 4時間程度

労災
※日・祝の休みや勤務時間等のご希望がございましたらお気軽に
　　ご相談ください。

R3・4/20 No.3-28 惣菜調理担当 パート ¥961 ～ ¥991 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①7：00～15：00の　間の 4時間程度

労災
※日・祝の休みや勤務時間等のご希望がございましたらお気軽に
　　ご相談ください。

R3・4/20 No.3-27 水産担当 パート ¥961 ～ ¥991 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①8：00～20：00　の間の 4時間程度

労災
※日・祝の休みや勤務時間等のご希望がございましたらお気軽に
　　ご相談ください。

R3・4/20 No.3-26 商品管理 パート ¥891 ～ ¥921 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①8：00～13：00　の間の 4時間程度

労災
※日・祝の休みや勤務時間等のご希望がございましたらお気軽に
　　ご相談ください。

R3・4/20 No.3-25 販売 パート ¥886 ～ ¥886 59歳以下 浦河町 不問
就業時間
①9：00～13：00　　②16：00～20：15

労災 ※勤務日数については相談に応じます。
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R3・4/20 No.3-24 惣菜担当 パート ¥875 ～ ¥875 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①8：00～17：00の　間の 5時間程度

雇用・労災

※土・日・祝の休みや勤務時間のご希望がございましたらお気軽に
　　ご相談ください
※未経験者、大歓迎！（研修がありますので、ご安心ください。
※短時間・フルタイム勤務希望どちらの方もOK！

R3・4/20 No.3-23 日配スタッフ パート ¥865 ～ ¥1,075 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①7：00～17：00　の間の 5時間程度

雇用・労災

※土・日・祝の休みや勤務時間のご希望がございましたらお気軽に
　　ご相談ください
※未経験者、大歓迎！（研修がありますので、ご安心ください。
※短時間・フルタイム勤務希望どちらの方もOK！

R3・4/20 No.3-22 事務局長 一般 ¥180,000 ～ ¥210,000 59歳以下 苫小牧市
普通自動車運転免許　必須
日商簿記3級あれば尚可

就業時間
①8：45～17：15

雇用・労災・健康・厚生
事務及び経理実務経験　　　　　　必須
基本操作（エクセル・ワード）

R3・4/20 No.3-21 販売員 一般 ¥103,320 ～ ¥103,320 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許　必須
就業時間
①8：30～15：30の間の6時間程度

雇用・労災・健康・厚生 不問

R3・4/19 No.3-20 夜間介助員 パート ¥964 ～ ¥964 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①17：30～9：00

雇用・労災 不問

R3・4/13 No.3-19 清掃員 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R3・4/13 No.3-18 ベッドメーキング 一般 ¥135,450 ～ ¥135,450 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R3・4/13 No.3-17 介護助手 一般 ¥132,000 ～ ¥132,000 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R3・4/13 No.3-16 清掃員 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R3・4/13 No.3-15 中央材料室助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～13：00

雇用・労災 不問

R3・4/13 No.3-14 入浴介助員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修修了者あれば尚
可
ホームヘルパー2級あれば尚可

就業時間
①9：00～11：30　　②13：30～17：00

労災 不問

R3・4/13 No.3-13 病院クラーク パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～14：30

雇用・労災 エクセル・ワードの基本操作

R3・4/13 No.3-12 ベッドメーキング パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～14：30

雇用・労災 不問

R3・4/13 No.3-11 清掃員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～14：30

雇用・労災 不問

R3・4/13 No.3-10 喫茶コーナー業務補助 パート ¥880 ～ ¥880 不問 室蘭市
普通自動車運転免許あれば尚可
（通勤用）

就業時間
①10：30～14：30　　  ②13：30～17：30
③10：30～13：30　　　④13：30～16：30

雇用・労災 不問

R3・4/9 No.3-9 レジ係 パート ¥961 ～ ¥961 不問 伊達市 不問
就業時間
①7：30～18：00の間の4時間勤務

労災 不問

R3・4/9 No.3-8 商品の製造・補充・陳列 パート ¥961 ～ ¥961 不問 伊達市 不問
就業時間
①7：00～17：00の間4時間勤務

労災 不問

R3・4/9 No.3-7 商品の製造・補充・陳列 パート ¥961 ～ ¥961 不問 伊達市 不問
就業時間
①8：00～12：00の4時間勤務

労災 不問

R3・4/9 No.3-6
売場のカゴ・カート整理・
清掃等

パート ¥861 ～ ¥861 不問 伊達市 不問
就業時間
①10：00～18：00の間の4時間勤務

労災 不問

R3・4/9 No.3-5
接客・商品の販売・陳
列・レジ等

パート ¥861 ～ ¥861 不問 伊達市 不問
就業時間
①9：00～21：00の間の4時間勤務

労災 不問
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R3・4/9 No.3-4 早朝商品の品出し パート ¥970 ～ ¥970 不問 伊達市 不問
就業時間
①5：30～9：30の間の3～4時間勤務

労災 不問

R3・4/5 No.3-3 機械加工技術者 一般 ¥156,200 ～ ¥300,000 64歳以下 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～17：00　　②8：00～16：30

雇用・労災・健康・厚生 工作機械の使用経験3年以上

R3・4/5 No.3-2 技術営業員 一般 ¥187,740 ～ ¥303,960 64歳以下 室蘭市 普通自動車運転免許　必須
就業時間
①8：00～17：00　　②8：00～16：30

雇用・労災・健康・厚生
営業経験（年数・業種については問わず）　必須
ワード、エクセルを使用して各種書類への入力作業やメール送受信が
可能であること

R3・4/5 No.3-1 受付兼プール監視員 ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問
就業時間
①12：30～16：30　　②16：15～20：15

雇用・労災 不問

R3・3/29 No.2-136 検品、品出し、レジ業務 パート ¥861 ～ ¥861 不問 登別市 不問
就業時間
①8：00～13：00　　  ②13：00～18：00
③18：00～22：00　　④22：00～ 8：00

不問

R3・3/24 No.2-135
観光施設管理・イベント業
務・観光案内・事務処理
等

一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 室蘭市 普通自動車運転免許　必須
就業時間
①8：00～17：00　　②10：00～19：00

雇用・労災・健康・厚生 パソコン操作（ワード・エクセル）

R3・3/22 No.2-134 販売・買取・清掃等 パート ¥865 ～ ¥970 不問 室蘭市 不問
就業時間
①9：30～16：00　　②12：30～20：15

雇用・労災・健康・厚生
※6ヵ月毎更新
※時間等については応相談

R3・3/22 No.2-133 販売・買取・清掃等 パート ¥865 ～ ¥970 不問 室蘭市 不問
就業時間
①9：30～16：00　　②14：15～20：15

雇用・労災・健康・厚生
※6ヵ月毎更新
※時間等については応相談

R3・3/22 No.2-132 販売・買取・清掃等 パート ¥865 ～ ¥865 不問 室蘭市 不問
就業時間
①9：30～16：00　　②12：30～20：15
③14：15～20：15

労災
※6ヵ月毎更新
※時間等については応相談
※出勤日は土・日・祝日のみです。

R3・3/12 No.2-131 カウンター受付・清掃員 パート ¥880 ～ ¥1,098 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～11：30

労災
＊お子様の行事や家庭の都合などでの欠勤希望に配慮有
＊賞与   は規定により、7月・12月に寸志程度の支給有
＊退職金制度はパートの方にも適用されます。

R3・3/12 No.2-130 清掃員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 室蘭市 不問
就業時間
①11：00～18：00　　②18：00～21：00
③21：00～24：00

労災
＊お子様の行事や家庭の都合などでの欠勤希望に配慮有
＊賞与   は規定により、7月・12月に寸志程度の支給有
＊退職金制度はパートの方にも適用されます。

R3・3/11 No.2-129 事務局長 一般 ¥180,000 ～ ¥210,000 59歳以下 苫小牧市 日商簿記3級　あれば尚可
就業時間
①8：45～17：15

雇用・労災・健康・厚生
基本操作（エクセル・ワード）
※行事（イベント）の為、土日勤務できる方（月1回程度）
※引き継ぎ期間あります（6月まで）

R3・3/11 No.2-128 介護助手 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～11：30　　②9：00～14：30
③13：30～17：00

労災 不問

R3・3/11 No.2-127 清掃員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～14：30

雇用・労災 不問

R3・3/11 No.2-126 ベッドメーキング パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～14：30

雇用・労災 不問

R3・3/11 No.2-125 中央材料室助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～13：00

雇用・労災 不問

R3・3/11 No.2-124 清掃員 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R3・3/11 No.2-123 介護助手 一般 ¥132,000 ～ ¥132,000 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R3・3/11 No.2-122 ベッドメーキング 一般 ¥135,520 ～ ¥135,520 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R3・3/8 No.2-121 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 登別市 不問
就業時間
①8：50～12：50　　②16：20～19：20

労災
※昇給は勤務評定による
※週所定労働20時間以上の場合は雇用保険適用になります。
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R3・3/8 No.2-120
清掃・レジ接客・
簡単な調理

パート ¥861 ～ ¥861 不問 登別市 不問
就業時間
①7：00～10：00　　②7：00～13：00

R3・2/8 No.2-119 登録販売者 一般 ¥190,000 ～ ¥270,000
18歳～
59歳

室蘭市
登録販売者　必須
普通自動車運転免許　あれば尚可

就業時間
①8：30～22：30の間の8時間程度

雇用・労災・健康・厚生 登録販売者としての管理者要件を満たしている方

R3・2/8 No.2-118 介助員 パート ¥920 ～ ¥920 不問 室蘭市
普通自動車運転免許　必須
業務に使用、AT限定可

就業時間
①8：00～13：00　　　②11：30～16：30

雇用・労災 不問

R3・2/8 No.2-117 生活支援員 パート ¥920 ～ ¥920 不問 室蘭市 普通自動車運転免許　必須
就業時間
①8：30～13：30　　②9：00～14：00

雇用・労災 不問

R3・2/8 No.2-116 生活支援員 パート ¥920 ～ ¥920 不問 室蘭市 普通自動車運転免許　必須
就業時間
①8：00～13：00　　②12：00～17：00

雇用・労災 不問

R3・2/8 No.2-115 世話人 パート ¥920 ～ ¥920 不問 室蘭市 普通自動車運転免許　必須
就業時間
①9：00～14：00　　②9：30～14：30
③14：00～18：00

雇用・労災 不問

R3・2/8 No.2-114 生活支援員 パート ¥920 ～ ¥920 不問 室蘭市 普通自動車運転免許　必須
就業時間
①9：15～14：15　　②13：15～18：15
③15：15～20：15

雇用・労災 不問

R3・2/8 No.2-113 夜間介助員 パート ¥964 ～ ¥964 不問 室蘭市
不問 就業時間

①18：00～9：30
雇用・労災 不問

R3・2/8 No.2-112 介護職 一般 ¥176,900 ～ ¥186,900 不問 室蘭市
不問

就業時間
①8：30～17：：00　　　②16：30～9：00
③8：00～16：30

雇用・労災・健康・厚生 不問

R3・2/8 No.2-111 ホールスタッフ パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 登別市
不問 就業時間

①10：00～20：00の間の4時間程度
雇用・労災 飲食店業務経験あれば尚可

R3・1/15 No.2-110 水産業 パート ¥987 ～ ¥987
18歳～
65歳

伊達市
不問 就業時間

①8：30～17：15
雇用・労災・健康・厚生

※　経験年数により昇給制度あり
　 　時間帯については相談可

R3・1/6 No.2-109 フロントスタッフ パート ¥861 ～ ¥1,076
25歳～
50歳

室蘭市
不問 就業時間

①18：00～23：00
交通費支給なし
深夜手当が￥215プラスされ￥1076になります。

R3・1/6 No.2-108 キッチンスタッフ パート ¥861 ～ ¥1,076
25歳～
60歳

室蘭市
不問 就業時間

①11：00～16：00　　　②16：00～21：00
交通費支給なし
深夜手当が￥215プラスされ￥1076になります。

R3・1/6 No.2-107 浴場清掃 パート ¥861 ～ ¥861
25歳～
50歳

室蘭市
不問 就業時間

①8：00～11：00
交通費支給なし

R2・12/28 No.2-106 介護職員 パート ¥1,004 ～ ¥1,004 不問 室蘭市 ヘルパー2級、又は初任者研修修了以上
就業時間
①7：30～16：：30　　　②11：00～20：00
③16：30～9：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・12/28 No.2-105 介護職員 パート ¥1,010 ～ ¥1,010 不問 室蘭市 ヘルパー2級、又は初任者研修修了以上
就業時間
①7：30～16：：30　　　②11：00～20：00
③16：00～10：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・12/28 No.2-104 介護職員 パート ¥1,010 ～ ¥1,010 不問 室蘭市 ヘルパー2級、又は初任者研修修了以上
就業時間
①8：00～18：00　　の間の８時間

雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・12/28 No.2-103 介護職員 パート ¥1,010 ～ ¥1,010 不問 室蘭市 ヘルパー2級、又は初任者研修修了以上
就業時間
①8：00～18：00　　の間の８時間

労災 不問

R2・12/15 No.2-102
プール管理受付・
監視業務

パート ¥900 ～ ¥920 不問 室蘭市
不問 就業時間

①9：00～13：00　　　②12：45～16：45
雇用・労災 水泳（温水に恐怖心なくプール入水可能な方）

R2・12/10 No.2-101 売り場スタッフ パート ¥861 ～ ¥1,077 不問 室蘭市
不問

就業時間
①5：45～9：00　　　　②14：00～18：00
③21：00～23：15

★長期勤務できる方歓迎します。　　★勤務時間・日数は相談に応じます。
★お休みはシフト調整しますので、ご相談ください。
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R2・12/10 No.2-100 コンビニスタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市
不問

就業時間

①6：00～10：00　  　②15：00～19：00
③16：00～20：00　　 ④17：00～22：00
⑤22：00～8：00

※　22：00～5：00　　25％UP
★週あたりの勤務日数：2日以上
★1日あたりの勤務時間：応相談

R2・12/10 No.2-99 調理業務 一般 ¥148,500 ～ ¥148,500 不問 江別市 調理師　　あれば尚可
就業時間
①8：30～16：30

雇用・労災・健康・厚生

・ 調理経験あれば尚可
◆ベテランのスタッフが手永寧にサポートしますので、安心して業務に取り組めます。
◆お母さん職員が多いので、お子さんの行事でのお休みは「お互いさま」の気持ちで
　　取っていただいています。
◆料理の好きな方！お待ちしています！

R2・12/10 No.2-98 調理補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 江別市 調理師　　あれば尚可
就業時間
①8：30～12：00　　　　②8：30～14：30
③8：30～15：00

労災
◆子どもたちに元気をもらいながら、職員一同明るく仕事をしています。
　　家庭での調理経験で十分です。ベテランスタッフが丁寧にサポートしますので、
　  安心して業務に取り組めます！

R2・12/2 No.2-97 介護助手 一般 ¥132,000 ～ ¥132,000 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～17：00
不問

R2・12/2 No.2-96 ベットメーキング 一般 ¥135,520 ～ ¥135,520 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～17：00
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・12/2 No.2-95 清掃員 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～17：00
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・12/2 No.2-94 ベットメーキング パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～14：30
雇用・労災 不問

R2・12/2 No.2-93 清掃員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～14：30
雇用・労災 不問

R2・12/2 No.2-92 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 登別市
不問 就業時間

①9：00～16：45　　②21：45～9：00
※勤務時間や曜日のご希望はご相談ください。

R2・11/18 No.2-91 化粧品販売店員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 室蘭市
不問 就業時間

①10：00～20：00の間の5時間程度
労災 不問

R2・11/18 No.2-90 販売員（水産担当） 一般 ¥141,267 ～ ¥141,267 不問 登別市
不問 就業時間

①7：30～22：00の間の7時間
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・11/18 No.2-89 販売員（デリカ） 一般 ¥141,267 ～ ¥141,267 不問 登別市
不問 就業時間

①7：30～17：30の間の7時間
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・11/17 No.2-88 ホールスタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 登別市
不問 就業時間

①16：00～21：30　　②17：00～21：30
不問・昇給あり

R2・11/6 No.2-87 乗務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000
18歳～
63歳

室蘭市
普通自動車第二種免許　　あれば尚可
普通自動車運転免許　　　 必須

就業時間
①8：00～15：30　　　　②16：00～23：30
③7：00～00：00

雇用・労災・健康・厚生

* 運行管理など内勤への用途もあります。特に運行管理者の
　　国家資格は会社実費負担で受験できます。
* 就業後、6ケ月間にわたり最低保証給を用意しております。
* 乗務員が初めての方への免許取得費は会社負担です。

R2・11/4 No.2-86 販売員 パート ¥861 ～ ¥921 不問 室蘭市
不問 就業時間

①18：00～22：00
不問

R2・11/4 No.2-85 運営スタッフ パート ¥870 ～ ¥970 不問 室蘭市

保育士
幼稚園教諭免許(専修・1種・2種）
小学校教諭免許(専修・1種・2種）
あれば尚可

就業時間
①9：00～20：30の間の5時間程度

労災 子どもと関わることが好きな方尚可

R2・11/2 No.2-84
管理者
(ユニット・マネージャー）

一般 ¥217,800 ～ ¥240,700
30歳～

50歳(位）
厚真町

介護福祉士
介護支援専門員

就業時間
①6：30～15：30　　　②8：30～17：30
③10：30～19：30　④17：30～翌朝9：00

雇用・労災・健康・厚生

1）世帯人数が複数の場合は、町営住宅に入居できます。単身はアパートとなります。
2）令和3年3月22日までに厚真町に移住した場合、引越し費用として厚真町から30万円～
　 50万円の範囲で支援があります。また、厚真町に移住して介護職場に就労した
   場合、厚真町から10万円、法人から10万円（移住要件なし）が別に支給されます。
3）夜勤の場合、お子さん(小学校中学年程度）が、同じ建物の一室で一晩生活できる
　 居室を用意しています(食事無料）。
4）厚真町の母子家庭等医療費助成制度については、厚真町のHPをご覧ください。

R2・11/2 No.2-83 介護職員 一般 ¥188,700 ～ ¥188,700
30歳～

50歳(位）
厚真町

介護福祉士
介護職員初任者研修等修了者

就業時間
①6：30～15：30　　　②8：30～17：30
③10：30～19：30　④17：30～翌朝9：00

雇用・労災・健康・厚生

1）世帯人数が複数の場合は、町営住宅に入居できます。単身はアパートとなります。
2）令和3年3月22日までに厚真町に移住した場合、引越し費用として厚真町から30万円～
　 50万円の範囲で支援があります。また、厚真町に移住して介護職場に就労した
   場合、厚真町から10万円、法人から10万円（移住要件なし）が別に支給されます。
3）夜勤の場合、お子さん(小学校中学年程度）が、同じ建物の一室で一晩生活できる
　 居室を用意しています(食事無料）。
4）厚真町の母子家庭等医療費助成制度については、厚真町のHPをご覧ください。
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R2・11/2 No.2-82 サービス提供責任者 一般 ¥201,200 ～ ¥201,200
30歳～

50歳(位）
厚真町 介護福祉士

就業時間
①7：00～16：00　　　　②10：00～19：00

雇用・労災・健康・厚生

1）サ高住には2世帯の職員住宅(母子就労住宅）を併設しており、採用後の住居を
　 確保しています。
2）令和3年3/22までに厚真町に移住した場合、引越し費用として厚真町から30万円～
　 50万円の範囲で支援があります。また、厚真町に移住して介護職場に就労した
   場合、別に厚真町から10万円、法人から10万円支給されます。

R2・11/2 No.2-81 訪問介護職員 一般 ¥188,700 ～ ¥188,700
30歳～

50歳(位）
厚真町 初任者研修等修了者以上

就業時間
①7：00～16：00　　　　②10：00～19：00

雇用・労災・健康・厚生

1）サ高住には2世帯の職員住宅(母子就労住宅）を併設しており、採用後の住居を
　 確保しています。
2）令和3年3/22までに厚真町に移住した場合、引越し費用として厚真町から30万円～
　 50万円の範囲で支援があります。また、厚真町に移住して介護職場に就労した
   場合、別に厚真町から10万円、法人から10万円支給されます。

R2・10/28 No.2-80 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市
不問

就業時間
①6：00～9：00　　　　②13：00～17：00
③22：00～6：00

不問
※22：00～6：00　時給　1,077円

R2・10/28 No.2-79 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 登別市
不問

就業時間
①6：00～9：00　　　　②9：00～17：00
③17：00～22：00　　 ④22：00～8：00

不問
※22：00～6：00　時給　1,077円

R2・10/28 No.2-78 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 登別市
不問

就業時間
①6：00～9：00　　　　②17：00～22：00
③22：00～8：00

不問
※22：00～6：00　時給　1,077円

R2・10/28 No.2-77 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市
不問 就業時間

①6：00～9：00　　　　②17：00～22：00
不問

R2・10/28 No.2-76 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市
不問

就業時間
①8：00～13：00　　　②12：00～17：00
③17：00～22：00

不問

R2・10/28 No.2-75 清掃員 一般 ¥147,840 ～ ¥147,840 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～17：00
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・10/28 No.2-74 介護助手 一般 ¥132,000 ～ ¥132,000 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～17：00
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・10/28 No.2-73 ベットメーキング 一般 ¥135,520 ～ ¥135,520 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～17：00
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・10/28 No.2-72 入浴介助員 パート ¥1,150 ～ ¥1,150 不問 苫小牧市 介護福祉士　必須
就業時間
①9：00～11：30　　②13：30～17：00

労災 不問

R2・10/28 No.2-71 入浴介助員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修修了者　あれば尚可
ホームヘルパー2級　　　　　　 あれば尚可

就業時間
①9：00～11：30　　②13：30～17：00

労災 不問

R2・10/28 No.2-70 ベットメーキング パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～14：30
雇用・労災 不問

R2・10/28 No.2-69 清掃員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～14：30
雇用・労災 不問

R2・10/23 No.2-68 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 室蘭市 普通自動車運転免許
就業時間
①9：45～14：15　　②14：45～19：15

雇用・労災 不問

R2・10/16 No.2-67 運転手 一般 ¥166,750 ～ ¥191,763 不問 室蘭市 普通自動車運転免許

就業時間
①7：30～15：30　　②15：30～23：30
③23：30～7：30

雇用・労災・健康・厚生
・女性ドライバーは常昼勤務
・退職金制度有
・賞与、燃料手当有

R2・10/13 No.2-66 生命保険営業職 一般 ¥146,000 ～ ¥156,000 50歳未満 室蘭市
高卒以上
＊育成センターへ入所し、毎日営業部
へ出社可能な方

就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 賞与年2回・退職金制度有

R2・9/28 No.2-65 左官工見習 一般 ¥195,000 ～ ¥202,500 不問 伊達市 普通自動車運転免許
就業時間
①8：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・9/24 No.2-64
貸館施設予約・
受付及び貸室準備業務

パート ¥865 ～ ¥86518歳～64歳 室蘭市
不問 就業時間

①17：15～22：30
労災 ワード・エクセル基本操作

R2・9/15 No.2-63 受付事務員 一般 ¥141,900 ～ ¥141,900 不問 室蘭市
不問 就業時間

①8：30～17：00
雇用・労災・健康・厚生

パソコン操作（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ使用により定型フォームへの
入力ができる事）
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R2・9/10 No.2-62 事務職 一般 ¥136,400 ～ ¥136,400 不問 室蘭市
不問 就業時間

①8：30～17：00
雇用・労災・健康・厚生

パソコン操作（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ使用により定型フォームへの
入力ができる事）

R2・9/10 No.2-61 事務員 一般 ¥136,400 ～ ¥136,400 不問 室蘭市
不問 就業時間

①8：30～17：00
雇用・労災・健康・厚生

介護（医療）保険請求事務経験または資格あれば尚可
基本的なパソコン操作（エクセル・ワード）

R2・9/10 No.2-60 カウンター受付・清掃員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 室蘭市
不問 就業時間

①17：00～21：00　②21：00～23：59
労災

＊お子様の行事や家庭の都合などでの欠勤希望に配慮有
＊賞与   は規定により、7月・12月に寸志程度の支給有
＊退職金制度はパートの方にも適用されます。

R2・9/10 No.2-59 カウンター受付・清掃員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 室蘭市
不問 就業時間

①11：00～17：00
労災

＊お子様の行事や家庭の都合などでの欠勤希望に配慮有
＊賞与は規定により、7月・12月に寸志程度の支給有
＊退職金制度はパートの方にも適用されます。

R2・9/9 No.2-58 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 室蘭市
不問 就業時間

①11：00～17：00　　②16：30～20：30
雇用・労災・健康・厚生

土日祝勤務できる方歓迎
ラストまで勤務できる方歓迎・高校生可
無料駐車場有り

R2・9/3 No.2-57 販売員 パート ¥861 ～ ¥921
１８歳～

60歳
登別市 不問

就業時間
①18：00～22：00

労災
※通勤手当は２キロメートル以上。
※パートから社員へのステップアップ有

R2・9/1 No.2-56 病院クラーク パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～14：30
雇用・労災 不問

R2・9/1 No.2-55 清掃員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～14：30
雇用・労災 不問

R2・9/1 No.2-54 本部事務局員 一般 ¥220,000 ～ ¥350,000 不問 苫小牧市
普通自動車免許（通勤用）　必須
学歴　高専以上

就業時間
①9：00～18：00

雇用・労災・健康・厚生 パソコン操作経験

R2・9/1 No.2-53 清掃員 一般 ¥144,942 ～ ¥144,942 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～17：00
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・9/1 No.2-52
福祉用具専門相談員
（無資格）

一般 ¥154,800 ～ ¥154,800 不問 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定不可）
＊資格は入社してから取得していただ
きます

就業時間
①9：00～18：00

雇用・労災・健康・厚生 パソコン操作経験

R2・9/1 No.2-51 ベットメーキング 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～17：00
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・9/1 No.2-50 介護助手 一般 ¥130,500 ～ ¥130,500 不問 苫小牧市
不問 就業時間

①9：00～17：00
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・8/24 No.2-49 レジ業務 パート ¥865 ～ ¥86518歳～50歳 石狩市
不問 就業時間

①9：00～17：00　　②13：00～20：00
雇用・労災 不問

R2・8/21 No.2-48 夜間介助員 パート ¥964 ～ ¥964 不問 室蘭市
不問 就業時間

①18：00～09：30
雇用・労災

※シニア層60歳以上の方歓迎します。
※応募前職場見学可能

 R2・8/18 No.2-47  販売員（青果部門）  パート ¥861  ～ ¥861  不問  登別市  不問
 就業時間
 ①8：00～13：00

 雇用・労災
 不問
 ※1日4～5時間のシフト勤務

R2・8/18 No.2-46 レジ部門 パート ¥871 ～ ¥871 不問 室蘭市
不問 就業時間

①10：00～14：00　　②14：00～18：00
雇用・労災 不問

R2・8/18 No.2-45 後方スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市
不問 就業時間

①8：00～15：00
雇用・労災・健康・厚生 不問

R2・8/18 No.2-44 デリカ部門 パート ¥871 ～ ¥871 不問 室蘭市
不問 就業時間

①8：00～12：00
不問

R2・8/18 No.2-43 青果部門 パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市
不問

就業時間
①8：30～12：30　　②7：30～11：30
②は日曜日・年末の勤務

雇用・労災 不問
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R2・8/17 No.2-42 保育補助 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 伊達市
不問 就業時間

①7：00～13：00の間の4時間程度
労災

※資格取得の助成制度があります。
※保育園・幼稚園での就労経験者優遇いたします。
※就業形態により加入適用保険及び有給付与変動いたします。

R2・8/17 No.2-41 美容アシスタント 一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 不問 伊達市
不問 就業時間

①9：30～18：00　の間の7時間程度
雇用・労災

※短時間勤務の方もお気軽にご相談ください
※将来的に「美容師資格取得目指す方歓迎
※美容師等関連資格所持者の方も歓迎

R2・8/12 No.2-40 加工・日配部門・畜産 パート ¥866 ～ ¥866 不問 登別市 不問
就業時間
　① 1日　4～5時間程度
　　　（時間帯は部門により異なります）

フルタイム（150時間/月　・社会保険加入）
希望は要相談

R2・8/12 No.2-39 チェッカー業務 パート ¥876 ～ ¥876 不問 登別市 不問
就業時間
　① 1日　4～5時間程度
　　　（時間帯は部門により異なります）

フルタイム（150時間/月　・社会保険加入）
希望は要相談

R2・8/11 No.2-38
障がい者就労訓練支援
員

一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 室蘭市 普通自動車免許（AT限定可）
就業時間
①8：00～17：00　　②8：00～12：00
②は土・祝日の勤務

雇用・労災・健康・厚生 ※応募前見学可能

R2・8/11 No.2-37 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 登別市
普通自動車免許　　必須
（業務に使用の場合あり）

就業時間
①10：00～15：30　　②9：00～15：30
又は10：00～15：30の間の2時間程度

雇用・労災 ※応募前見学可能

R2・8/11 No.2-36 介護職員 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 登別市
普通自動車免許　　必須
（業務に使用の場合あり）

就業時間
①10：00～15：30　　②9：00～15：30
又は10：00～15：30の間の2時間程度

労災 ※応募前見学可能

R2・8/5 No.2-35 生命保険営業職 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 59歳以下 室蘭市 高卒以上
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生

R2・7/17 No.2-34 販売員 パート ¥861 ～ ¥950 不問 留寿都村 不問
就業時間
①8：00～21：30　の間の4時間

労災
時間帯・時間数応相談
土・日・祝は一律時給1,000円になります。

R2・6/15 No.2-33 品出し検品・レジ業務等 パート ¥865 ～ ¥865 不問 登別市 不問
就業時間
①8：00～13：00　　②13：00～18：00
③17：00～22：00

不問

R2・6/15 No.2-32 介護員 一般 ¥174,300 ～ ¥205,600 不問 壮瞥町 不問
就業時間
①9：00～17：30　　②10：15～19：15
③06：00～14：30

雇用・労災・健康・厚生
不問
応募前見学可能(随時）

R2・6/4 No.2-31 ホール・キッチンスタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～17：00（11月～3月）
②8：00～20：00（4月～10月）

週2日～5日 シフト制実働4～8時間程度

R2・6/4 No.2-30 レジ部門 パート ¥882 ～ ¥882 不問 室蘭市 不問
就業時間
①18：00～21：00

雇用・労災 不問

R2・6/4 No.2-29 レジ部門 パート ¥872 ～ ¥872 不問 室蘭市 不問
就業時間
①14：00～18：00

雇用・労災 不問

R2・6/4 No.2-28 ベーカリー部門 パート ¥862 ～ ¥862 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～12：00

雇用・労災 不問

R2・6/4 No.2-27 デリカ部門 パート ¥872 ～ ¥872 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～12：00

雇用・労災 不問

R2・6/4 No.2-26 食肉部門 パート ¥862 ～ ¥862 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～12：00

雇用・労災 不問

R2・6/4 No.2-25 水産部門 パート ¥892 ～ ¥892 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～12：00

雇用・労災 不問

R2・5/14 No.2-24 調理員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市 不問 不問 労災 不問

R2・5/8 No.2-23 介護職員 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 不問 室蘭市
介護福祉士（いずれか免許・資格所持で可）

介護職員初任者研修
普通自動車運転免許　　必須

就業時間
①8：45～17：30

雇用・労災・健康・厚生 賞与は6月・12月の年2回支給
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 R2・4/10 No.2-22
 観光施設管理・イベント
 業務・観光案内・事務処
 理等

 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000  不問  室蘭市  普通自動車運転免許　必須
 就業時間
 ①8：00～17：00　②10：00～19：00

 雇用・労災・健康・厚生  パソコン操作（ワード・エクセル）

 R2・4/10 No.2-21  レジ部門  パート ¥872 ～ ¥872  不問  室蘭市  不問
 就業時間
 ①14：00～18：00

 雇用・労災  不問

 R2・4/10 No.2-20  レジ部門  パート ¥872 ～ ¥872  不問  室蘭市  不問
 就業時間
 ①10：00～14：00

 雇用・労災  不問

 R2・4/10 No.2-19  デリカ部門  パート ¥872 ～ ¥872  不問  室蘭市  不問
 就業時間
 ①8：00～12：00

 雇用・労災  不問

 R2・4/10 No.2-18  食肉部門  パート ¥862 ～ ¥862  不問  室蘭市  不問
 就業時間
 ①8：00～15：00

 雇用・労災  不問

 R2・4/10 No.2-17  水産部門  パート ¥892 ～ ¥892  不問  室蘭市  不問
 就業時間
 ①8：00～12：00

 雇用・労災  不問

 R2・4/10 No.2-16  青果部門  パート ¥862 ～ ¥862  不問  室蘭市  不問
 就業時間
 ①8：00～16：00

 雇用・労災  不問

R2・4/8 No.2-15 販売 パート ¥870 ～ ¥970 不問 室蘭市 不問
就業時間
①9：30～16：00　　②14：15～20：15
③9：30～20：15の間で1日3～4時間

雇用・労災
＊就業時間・勤務日数に関しては相談に
　　応じます

 R2・4/8 No.2-14  レジお会計業務  パート ¥900 ～ ¥900  不問  室蘭市  不問
 就業時間
 ①8：20～21：10の間の5時間以上

 労災

 R2・4/8 No.2-13  調理員C  一般 ¥162,960 ～ ¥171,360  不問  苫小牧市  調理師あれば尚可
 就業時間
 ①6：05～14：20　　②11：00～19：00

 雇用・労災・健康・厚生
 ＊就職支度金10万円支給
 （就職後6ヶ月経過時1回限り）

 R2・4/8 No.2-12  調理員B  一般 ¥146,160 ～ ¥154,560  不問  苫小牧市  調理師あれば尚可
 就業時間
 ①9：00～17：00　（休憩60分）

 雇用・労災・健康・厚生
 ＊就職支度金10万円支給
 （就職後6ヶ月経過時1回限り）

 R2・4/8 No.2-11  清掃員  一般 ¥146,160 ～ ¥146,160  不問  苫小牧市  不問
 就業時間
 ①9：00～17：00　（休憩60分）

 雇用・労災・健康・厚生

 R2・4/8 No.2-10  看護補助  一般 ¥168,250 ～ ¥190,320  不問  苫小牧市
 介護職員初任者研修修了者　あれば尚可
 ホームヘルパー2級　　　　　　 あれば尚可

 就業時間
 ①6：30～14：30　　②11：00～19：00
 ③13：30～21：00

 雇用・労災・健康・厚生
 ＊就職支度金10万円支給
 （就職後6ヶ月経過時1回限り）

 R2・4/8 No.2-9  介護職員（夜勤なし）  一般 ¥168,250 ～ ¥190,320  不問  苫小牧市
 介護職員初任者研修修了者　あれば尚可
 ホームヘルパー2級　　　　　　 あれば尚可

 就業時間
 ①6：30～14：30　　②11：00～19：00
 ③13：30～21：00

 雇用・労災・健康・厚生
 ＊就職支度金10万円支給
 （就職後6ヶ月経過時1回限り）

 R2・4/8 No.2-8  介護福祉士（夜勤なし）  一般 ¥188,250 ～ ¥210,320  不問  苫小牧市  介護福祉士　必須

 就業時間
 ①6：30～14：30　　②11：00～19：00
 ③13：30～21：00

 雇用・労災・健康・厚生
 ＊就職支度金10万円支給
 （就職後6ヶ月経過時1回限り）

 R2・4/8 No.2-7  清掃員  パート ¥870 ～ ¥870  不問  苫小牧市  不問
 就業時間
 ①8：00～13：00

 雇用・労災

 R2・4/8 No.2-6  入浴介助員  パート ¥1,000 ～ ¥1,050  不問  苫小牧市
 介護職員初任者研修修了者　あれば尚可
 ホームヘルパー2級　　　　　　 あれば尚可

 就業時間
 ①9：00～11：30　　②13：30～17：00

 労災

 R2・4/8 No.2-5  介護職員Ｃ  パート ¥1,105 ～ ¥1,155  不問  苫小牧市
 介護職員初任者研修修了者　あれば尚可
 ホームヘルパー2級　　　　　　 あれば尚可

 就業時間
 ①11：00～19：00

 労災

 R2・4/8 No.2-4  介護職員A  パート ¥1,105 ～ ¥1,155  不問  苫小牧市
 介護職員初任者研修修了者　あれば尚可
 ホームヘルパー2級　　　　　　 あれば尚可

 就業時間
 ①6：30～11：30　　②13：30～19：00

 労災

 R2・4/8 No.2-3  介護福祉士  パート ¥1,255 ～ ¥1,255  不問  苫小牧市  介護福祉士　必須
 就業時間
 ①6：30～11：30　　②13：30～19：00

 労災
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 R2・4/8 No.2-2  世話人  パート ¥870 ～ ¥870  不問  苫小牧市  不問
 就業時間
 ①9：00～13：00　②13：00～17：00

 労災

 R2・4/6 No.2-1  介護職員  一般 ¥168,000  ～ ¥168,000  不問  室蘭市
 介護福祉士（ いずれか免許・資格所持で可）

 介護職員初任者研修
 普通自動車運転免許　　必須

 就業時間
 ①8：45～17：30

 雇用・労災・健康・厚生  賞与は6月・12月の年2回支給

R2・3/23 No.1-176 生活支援員 一般 ¥172,000 ～ ¥172,000 64歳以下 伊達市 不問
就業時間
①8：30～17：15　　②16：00～9：15

雇用・労災・健康・厚生

※見学等随時対応します。
　 未経験者大歓迎。
　 契約時間等のご相談に応じます。
　 正規職員への登用制度あり。

R2・3/23 No.1-175 グループホーム世話人 一般 ¥172,000 ～ ¥172,000 64歳以下 伊達市 不問
就業時間
①8：30～17：15　　②16：00～9：15
③12：45～21：30(週１～2回）

雇用・労災・健康・厚生

※見学等随時対応します。
　 未経験者大歓迎。
　 契約時間等のご相談に応じます。
　 正規職員への登用制度あり。

R2・3/18 No.1-174 介護職員 パート ¥874 ～ ¥874 不問 室蘭市 不問
就業時間
①9：00～13：00　　②12：15～16：15

通勤手当別途支給
一時金～6月、12月に支給

R2・3/18 No.1-173 販売員 パート ¥870 ～ ¥910 不問 室蘭市 不問
就業時間
①12：00～18：00

雇用・労災・健康・厚生
土日祝日は910円
※連絡は直接採用センターへお願いします。

R2・3/12 No.1-172 野菜運搬作業 パート ¥900 ～ ¥900 不問 伊達市 不問
就業時間
①8：00～17：00　（休憩90分）

雇用・労災・健康・厚生
給与：2年目より能力給
期間：4/1～12/10まで（冬期間仕事無）
他応相談

R2・3/12 No.1-171 いちご・トマト選別作業 パート ¥900 ～ ¥900 不問 伊達市 不問
就業時間
①8：00～17：00　の内1日4時間～

給与：2年目より能力給
期間：6/15～11/10までの予定（冬期間仕事無）

R2・3/12 No.1-170 野菜収穫作業 パート ¥920 ～ ¥920 不問 伊達市 不問
就業時間
①8：00～17：00　（休憩90分）

雇用・労災・健康・厚生
給与：2年目より能力給
期間：4/1～12/10まで（冬期間仕事無）
他応相談

R2・3/9 No.1-169 販売員 パート ¥872 ～ ¥872 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～12：00

雇用・労災

R2・3/9 No.1-168 販売員 パート ¥862 ～ ¥862 59歳以下 室蘭市 不問
就業時間
①9：30～13：30　　②10：00～14：00
③16：15～20：15

雇用・労災

R2・3/9 No.1-167 販売員 パート ¥862 ～ ¥862 不問 室蘭市 不問
就業時間
①5：30～10：00

雇用・労災

R2・3/9 No.1-166 調理員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 伊達市 不問 不問 労災
※就業形態より加入適用保険及び
　 有休付与等変動いたします。

R2・3/3 No.1-165 ガソリンスダンドスタッフ 一般 ¥152,200 ～ ¥226,520 不問 登別市 普通自動車免許（AT限定可）
就業時間
①8：00～17：00　　②9：00～18：00

雇用・労災・健康・厚生 *退職金制度あり

R2・3/2 No.1-164 販売員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 登別市 不問
就業時間
①7：00～13：00　　②13：00～19：00

労災
＊①の勤務は週5日間
　 ②の勤務は週2～3日間

R2・2/25 No.1-163 清掃スタッフ パート ¥870 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：45～17：00　　②8：45～12：30
③12：30～17：00

雇用・労災

R2・2/25 No.1-162 パン製造職員 一般 ¥131,087 ～ ¥131,087 不問 登別市 普通自動車運転免許（通勤用）
就業時間
①8：30～17：00

雇用・労災・健康・厚生 ※応募前職場見学可能

R2・2/25 No.1-161 病棟クラーク 一般 ¥158,500 ～ ¥158,500 不問 登別市 不問
就業時間
①8：30～17：00　　②8：30～12：00

雇用・労災・健康・厚生

R2・2/25 No.1-160 准看護師 一般 ¥206,000 ～ ¥298,400 59歳以下 登別市 准看護師
就業時間
①8：30～17：00　　②16：30～9：00

雇用・労災・健康・厚生
※保育所完備
※就業時間については相談に応じます。

R2・2/25 No.1-159 看護師 一般 ¥236,000 ～ ¥334,720 59歳以下 登別市 看護師
就業時間
①8：30～17：00　　②16：30～9：00

雇用・労災・健康・厚生
※保育所完備
※就業時間については相談に応じます。
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R2・2/25 No.1-158 看護補助員 一般 ¥176,500 ～ ¥176,500 不問 登別市 普通自動車運転免許（通勤用）
就業時間
①8：30～17：00　　②7：30～16：00

雇用・労災・健康・厚生

R2・2/25 No.1-157 調理員 パート ¥900 ～ ¥1,050 不問 登別市
普通自動車運転免許
（AT限定可・通勤用）

就業時間
①5：00～20：00　　の間の5時間程度

雇用・労災

R2・2/25 No.1-156 洗い場係 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 登別市
普通自動車運転免許
（AT限定可・通勤用）

就業時間
①8：30～17：00　　の間の3時間程度

労災 ※就業時間については相談に応じます。

R2・2/25 No.1-155 事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 登別市
エクセル・ワード
普通自動車運転免許

就業時間
①9：30～15：00

雇用・労災 ※平日のみの勤務可

R2・2/25 No.1-154 ヘルパー（介護） パート ¥950 ～ ¥1,050 不問 登別市
ホームヘルパー2級
普通自動車運転免許
（業務に使用）

就業時間
①12：300～17：00

雇用・労災 ※勤務日数については相談に応じます。

R2・2/25 No.1-153 ヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 登別市
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修
普通自動車運転免許

就業時間
①8：30～17：00　　の間の5時間程度

雇用・労災 ※勤務日数については相談に応じます。

R2・2/25 No.1-152 准看護師 パート ¥1,400 ～ ¥1,400 不問 登別市
准看護師
普通自動車運転免許（通勤用）

就業時間
①8：30～17：00　　の間の1時間程度

雇用・労災
※1時間からの就業可
　勤務時間については相談に応じます

R2・2/25 No.1-151 看護師 パート ¥1,500 ～ ¥1,500 不問 登別市 看護師
就業時間
①8：30～17：00　　の間の1時間程度

雇用・労災
※1時間からの就業可
　勤務時間については相談に応じます

R2・2/25 No.1-150 調理補助 パート ¥861 ～ ¥861 不問 登別市 普通自動車運転免許（通勤用）
就業時間
①9：30～15：00

雇用・労災
※応募前職場見学可能

R2・2/21 No.1-149 清掃員 パート ¥861 ～ ¥950 不問 登別市 不問
就業時間
①8：30～16：30　　②8：30～16：00

雇用・労災
＊平日は①の時間で週4日勤務
　　月1回程度土曜日勤務（②の時間）

R2・2/21 No.1-148 介護職員 一般 ¥142,800 ～ ¥196,040 不問 登別市 普通自動車運転免許

就業時間
①7：00～16：00　　②8：30～17：30
③10：00～19：00　④17：30～9：30

雇用・労災・健康・厚生

R2・2/21 No.1-147 介護福祉士 一般 ¥142,800 ～ ¥245,200 不問 登別市
介護福祉士
普通自動車運転免許

就業時間
①7：00～16：00　　②8：30～17：30
③10：00～19：00　④17：30～9：30

雇用・労災・健康・厚生

R2・2/20 No.1-146
検品・品出し・
レジ接客

パート ¥865 ～ ¥865 不問 登別市 不問
就業時間
①8：00～13：00　　②13：00～18：00
③18：00～22：00　④22：00～8：00

雇用・労災・健康・厚生
※加入保険については雇用条件により
　適用されないことがあります。

R2・2/20 No.1-145 販売業務全般 パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 登別市 不問
就業時間
①8：50～18：00　　②11：00～20：20

雇用・労災・健康・厚生
※加入保険については雇用条件により
　適用されないことがあります。
※時間・休日についてはお気軽にご相談ください。

R2・2/19 No.1-144
レジ、品出し、清掃、
接客販売

パート ¥861 ～ ¥921 不問 登別市 不問
就業時間
①13：00～18：00　　②17：00～24：00

未経験者歓迎
就業時間については応相談

R2・1/30 No.1-143 レジ部門 パート ¥872 ～ ¥872 不問 室蘭市 不問
就業時間
①14：00～18：00

雇用・労災 ＊日曜日・祝日（時間給58円増）

R2・1/30 No.1-142 レジ部門 ¥872 ～ ¥872 不問 室蘭市 不問
就業時間
①10：00～14：00

雇用・労災 ＊日曜日・祝日（時間給58円増）

R2・1/30 No.1-141 デリカ部門 パート ¥872 ～ ¥872 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～12：00

雇用・労災 ＊日曜日・祝日（時間給58円増）

R2・1/30 No.1-140 水産部門 パート ¥892 ～ ¥892 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～12：00

雇用・労災 ＊日曜日・祝日（時間給58円増）

R2・1/30 No.1-139 青果部門 パート ¥862 ～ ¥862 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～16：00

雇用・労災・健康・厚生 ＊日曜日・祝日（時間給58円増）
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R2・1/30 No.1-138 青果部門 パート ¥862 ～ ¥862 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：30～12：30

雇用・労災 ＊日曜日・祝日（時間給58円増）

R2・1/24 No.1-137 デリカ部門 パート ¥861 ～ ¥861 50歳位 室蘭市 不問
就業時間
①12：00～16：00

雇用・労災 デリカ手当　10円

R2・1/24 No.1-136 ドリンク部門 パート ¥861 ～ ¥861 50歳位 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～12：00
②7：00～11：00（日曜日）

雇用・労災

 R2・1/15 No.1-135  機能訓練指導員  一般 ¥154,000  ～ ¥154,000  不問  室蘭市  介護職員初任者研修
 就業時間
 ①9：00～17：00

 雇用・労災・健康・厚生  試用期間中(3カ月間）は　\147,000円

R2・1/14 No.1-134 保育士 一般 ¥174,900 ～ ¥292,300 不問 室蘭市 保育士及び幼稚園教諭の資格
就業時間
①8：00～18：00

雇用・労災・健康・厚生

正社員　令和2年4月1日より採用
受験申込期間　令和2年1月14日～1月29日
試験日令和2年2月2日

R2・1/14 No.1-133 介護福祉士 一般 ¥174,900 ～ ¥292,300 不問 室蘭市 介護福祉士
就業時間
①7：00～16：00　　②9：00～18：00
③10：00～19：00　④17：30～10：30

雇用・労災・健康・厚生

正社員　令和2年4月1日より採用
受験申込期間　令和2年1月14日～1月29日
試験日令和2年2月2日

Ｒ1・12/16 No.1-132 生活支援員 一般 ¥188,700 ～ ¥210,800 不問 室蘭市 普通自動車免許（AT限定可）

就業時間
①7：00～16：00　　②9：00～18：00
③11：00～20：00

雇用・労災・健康・厚生
パソコン操作（ﾜｰﾄﾞで簡単な文書作成）
※社会福祉士・介護福祉士等の資格が
　ある方は尚可

Ｒ1・12/16 No.1-131 生活支援員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市
普通自動車免許
（AT限定可・業務に使用）

就業時間
①9：00～14：15　　②9：45～15：00
③10：45～16：00

雇用・労災 ※応募前職場見学可能

Ｒ1・12/16 No.1-130 世話人 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問
就業時間
①14：00～18：00

雇用・労災 ※応募前職場見学可能

Ｒ1・12/16 No.1-129 世話人 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問

就業時間
①9：00～14：00　　②9：30～14：30
③14：00～18：00
　又は9：00～18：00の間の４時間 程度

雇用・労災 ※応募前職場見学可能

Ｒ1・12/16 No.1-128 介助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問
就業時間
①9：00～14：00

雇用・労災 ※応募前職場見学可能

Ｒ1・12/16 No.1-127 介助員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問
就業時間
①14：00～18：00
土・日・祝のみの勤務

労災 ※応募前職場見学可能

Ｒ1・12/16 No.1-126 調理員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 不問
就業時間
①5：30～10：00　　②14：30～19：00
③6：30～11：00

雇用・労災 ※応募前職場見学可能

Ｒ1・12/16 No.1-125
菓子製造及び販売
（午後）

パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市 不問
就業時間
①13：30～17：30

雇用・労災

Ｒ1・12/16 No.1-124
菓子製造及び販売
（午前）

パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：30～12：30

雇用・労災

Ｒ1・12/4 No.1-123 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市 不問

就業時間
①7：30～10：00　　②8：00～12：00
③13：00～17：00　④8：00～17：00
　　　　　　　　　　　　　④休憩60分

労災
不問
①～④のシフト制・週20時間未満

Ｒ1・12/3 No.1-122 販売 パート ¥861 ～ ¥861 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～12：30　　②12：30～17：00
③15：00～20：00　④17：00～22：00

労災
不問
発注手当有

Ｒ1・12/3 No.1-121 介護福祉士 パート ¥1,080 ～ ¥1,130 不問 白老町 介護福祉士
就業時間
①9：00～14：00

雇用・労災
就職支度金5万円支給（就職後6ヶ月経過時1回限り）週20H以上の場
合

Ｒ1・12/3 No.1-120 介護福祉士 パート ¥1,150 ～ ¥1,150 不問 苫小牧市 介護福祉士
就業時間
①9：00～11：30　　②13：30～17：00

労災

12 ページ



令和　２年　センター求人 　　　　　※取消し線の求人は決定済

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 勤務時間 加入保険 経験・備考

Ｒ1・12/3 No.1-119 介護福祉士 パート ¥1,255 ～ ¥1,255 不問 苫小牧市 介護福祉士
就業時間
①6：30～11：30　　②13：30～19：00

雇用・労災・健康・厚生
就職支度金10万円支給
（就職後6ヶ月経過時1回限り）

Ｒ1・12/3 No.1-118 介護福祉士 一般 ¥209,585 ～ ¥217,935 不問 苫小牧市 介護福祉士
就業時間
①6：30～14：30　　②11：00～19：00
③13：30～21：00

雇用・労災・健康・厚生
就職支度金10万円支給
（就職後6ヶ月経過時1回限り）

Ｒ1・12/3 No.1-117 看護補助 一般 ¥184,535 ～ ¥201,235 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2
級）あれば尚可

就業時間
①6：30～14：30　　②11：00～19：00
③13：30～21：00

雇用・労災・健康・厚生
就職支度金10万円支給
（就職後6ヶ月経過時1回限り）

Ｒ1・12/3 No.1-116
看護補助
（介護福祉士）

一般 ¥209,585 ～ ¥217,935 不問 苫小牧市 介護福祉士
就業時間
①6：30～14：30　　②11：00～19：00
③13：30～21：00

雇用・労災・健康・厚生
就職支度金10万円支給
（就職後6ヶ月経過時1回限り）

Ｒ1・12/3 No.1-115 清掃員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①8：00～13：00

雇用・労災

Ｒ1・12/3 No.1-114 清掃員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～14：30

雇用・労災

Ｒ1・12/3 No.1-113 清掃員 一般 ¥146,160 ～ ¥146,160 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生

Ｒ1・12/3 No.1-112 調理員C 一般 ¥162,960 ～ ¥171,360 不問 苫小牧市 調理師あれば尚可
就業時間
①6：05～14：20　　②11：00～19：00

雇用・労災・健康・厚生

Ｒ1・12/3 No.1-111 調理員B 一般 ¥146,160 ～ ¥154,560 不問 苫小牧市 調理師あれば尚可
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生

Ｒ1・12/3 No.1-110 調理員（午後のみ）A パート ¥970 ～ ¥970 不問 苫小牧市 調理師あれば尚可
就業時間
①13：30～19：00

雇用・労災・健康・厚生

Ｒ1・12/3 No.1-109 調理員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 白老町 不問
就業時間
①9：00～14：00

雇用・労災
就職支度金31250円支給
（就職後6ヶ月経過時1回限り）

Ｒ1・12/3 No.1-108 介護職員 パート ¥930 ～ ¥1,030 不問 白老町 不問
就業時間
①9：00～14：00

雇用・労災
就職支度金5万円支給（就職後6ヶ月経過時1回限り）週20H以上の場
合

Ｒ1・12/3 No.1-107 介護助手 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～14：30

雇用・労災

Ｒ1・12/3 No.1-106 介護職員 一般 ¥166,005 ～ ¥192,780 不問 苫小牧市 中型自動車運転免許
就業時間
①9：00～17：30

雇用・労災・健康・厚生
就職支度金10万円支給
（就職後6ヶ月経過時1回限り）

Ｒ1・12/3 No.1-105 介護職員 一般 ¥184,535 ～ ¥201,235 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2
級）あれば尚可

就業時間
①6：30～14：30　　②11：00～19：00
③13：30～21：00

雇用・労災・健康・厚生
就職支度金10万円支給
（就職後6ヶ月経過時1回限り）

Ｒ1・12/3 No.1-104 介護職員 パート ¥930 ～ ¥1,080 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～17：30

雇用・労災
就職支度金5万円支給（就職後6ヶ月経過時1回限り）週20H以上の場
合

Ｒ1・12/3 No.1-103 介護職員 一般 ¥156,420 ～ ¥189,840 不問 苫小牧市 中型自動車運転免許あれば尚可
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 退職金制度あり（勤続　5年以上）

Ｒ1・11/12 No.1-102 保育士 パート ¥1,050 ～ ¥1,310 不問 伊達市 保育士資格

就業時間
①8：00～17：15　　②9：30～18：45
③10：30～19：45

労災 不問

Ｒ1・11/12 No.1-101 保育士 一般 ¥170,000 ～ ¥260,000 不問 伊達市 保育士資格
就業時間
①7：00～19：30の間の8時間程度

雇用・労災・健康・厚生 退職金制度あり（勤続　1年以上）

 R1・10/ 30 No.1-100  介護職員  パート ¥861  ～ ¥1,000  不問  室蘭市
 普通自動車運転免許
 (AT限定可・業務に使用）

 就業時間
 ①8：30～17：30

 雇用・労災・健康・厚生  不問
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 R1・10/ 28 No.1-99  介護職員  パート ¥861  ～ ¥1,000  不問  室蘭市
 普通自動車運転免許
 (AT限定可・業務に使用）

 就業時間
 ①10：00～15：30　　 (週4日・休憩30分）

 労災  不問

 R1・10/ 28 No.1-98  介護職員  パート ¥861  ～ ¥1,000  不問  室蘭市
 普通自動車運転免許
 (AT限定可・業務に使用）

 就業時間
 ①10：00～15：30　　 (週4日・休憩30分）

 雇用・労災  不問

 R1・10/ 16 No.1-97  介護職員  一般 ¥165,665  ～ ¥166,665  不問  室蘭市  不問
 就業時間
 ①8：45～17：30

 雇用・労災・健康・厚生
 不問（退職金制度有り）
 応募前職場見学可能

R1・10/ 7 No.1-96 介護員 一般 ¥151,984 ～ ¥198,200 59歳以下 秩父別町 不問
就業時間
①8：00～17：15　　②9：30～18：45
③10：30～19：45

雇用・労災・健康・厚生
勤務成績により正社員への昇格の可能性あり
退職金制度あり（勤続　1年以上）

R1・10/ 7 No.1-95 介護員 一般 ¥150,200 ～ ¥211,000 18歳以上 秩父別町 不問　＊介護福祉士あれば尚可
就業時間
①8：00～17：15　　②9：30～18：45
③10：30～19：45　 ④17；00～9：15

雇用・労災・健康・厚生 退職金制度あり（勤続　1年以上）

R1・10/ 7 No.1-94 生活支援員 一般 ¥152,880 ～ ¥160,160 不問 札幌市
普通自動車運転免許
免許無の場合要相談応

就業時間
①7：00～16：00　　②9：00～18：00
③10：00～19：00

雇用・労災・健康・厚生
・特殊業務手当26,100円(毎月）
・慣れて来たら夜勤あり
・処遇改善加算に基づく手当6月・12月

R1・10/ 7 No.1-93 生活支援員 パート ¥910 ～ ¥910 不問 札幌市
普通自動車運転免許
免許無の場合要相談応

就業時間
①7：00～16：00　　②9：00～18：00
③10：00～19：00

雇用・労災・健康・厚生 ・1日8時間未満

R1・9/ 27 No.1-92 保育助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 伊達市 不問
就業時間
①7：30～18：00　②15：00～18：00
1日4時間程度　　週4日前後

雇用・労災
特になし
(子育て経験は、選考の際に考慮します）

R1・9/ 27 No.1-91 幼稚園教諭 パート ¥1,050 ～ ¥1,050 不問 伊達市 教員免許又は保育士

就業時間
①7：30～18：00
1日4時間程度　　週4日前後

雇用・労災
特になし
(子育て経験は、選考の際に考慮します）

R1・9/ 27 No.1-90 幼稚園教諭 パート ¥1,050 ～ ¥1,050 不問 伊達市 教員免許又は保育士

就業時間
①9：00～15：00
1日4時間程度　　週4日前後

雇用・労災
特になし
(子育て経験は、選考の際に考慮します）

R1・9/ 27 No.1-89 保育助手 一般 ¥120,000 ～ ¥140,000 不問 伊達市 幼稚園教員免許又は保育士

就業時間
①12：00～18：00
1日6時間　　週5日

雇用・労災・健康・厚生(私学共済）
特になし
(子育て経験は、選考の際に考慮します）

R1・9/ 27 No.1-88 幼稚園教諭 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 不問 伊達市 幼稚園教員免許
就業時間
①8：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生(私学共済）
特になし
(子育て経験は、選考の際に考慮します）

R1・9/ 25 No.1-87 運転手 一般 ¥166,750 ～ ¥191,763 不問 室蘭市 普通自動車運転免許

就業時間
①7：30～15：30　　②15：30～23：30
③23：30～7：30

雇用・労災・健康・厚生
・女性ドライバーは常昼勤務
・退職金制度有
・賞与、燃料手当有

R1・9/ 18 No.1-86 店舗スタッフ パート ¥836 ～ ¥836 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～14：30　　②9：00～14：00
③16：00～22：00

労災 不問

R1・9/ 17 No.1-85 パート保育士 パート ¥985 ～ ¥985 不問 伊達市 保育士
就業時間
①7：30～19：30　の間の５時間程度

雇用

R1・9/ 17 No.1-84 食料品 パート ¥865 ～ ¥935 不問 伊達市 不問
就業時間
①6：00～22：00　の間の４時間勤務

雇用
・早朝・夕方勤務できる方歓迎
・従業員買物割引制度あり
・60歳以上の方歓迎）６５歳定年制）

R1・9/ 17 No.1-83 食品レジ パート ¥915 ～ ¥915 不問 伊達市 不問
就業時間
①8：00～22：00　の間の4時間勤務

雇用
・早朝・夕方勤務できる方歓迎
・従業員買物割引制度あり
・60歳以上の方歓迎）６５歳定年制）

R1・9/ 17 No.1-82 衣料・住居余暇 パート ¥835 ～ ¥835 不問 伊達市 不問
就業時間
①9：00～21：00　の間の4時間勤務

雇用
・早朝・夕方勤務できる方歓迎
・従業員買物割引制度あり
・60歳以上の方歓迎）６５歳定年制）

R1・9/ 17 No.1-81 総務・ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰ パート ¥835 ～ ¥835 不問 伊達市 不問
就業時間
①8：30～21：00　の間の4時間勤務

雇用
・早朝・夕方勤務できる方歓迎
・従業員買物割引制度あり
・60歳以上の方歓迎）６５歳定年制）

 R1・8/ 28 No.1-80  ホール係  パート ¥850  ～ ¥930  不問  当別町  不問
 就業時間
 ①10：00～15：00　　②10：00～16：00
 ③11：00～16：00

 労災  不問

R1・8/ 19 No.1-79 調理補助者 パート ¥835 ～ ¥835 不問 豊浦町 不問
就業時間
①9：30～14：00

雇用・労災 不問

R1・8/ 19 No.1-78 フロントスタッフ パート ¥835 ～ ¥835 不問 豊浦町 不問
就業時間
①9：00～22：00の間の6時間程度

雇用・労災 不問
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R1・8/ 16 No.1-77 調理員 Ａ（午後のみ） パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問（調理師免許あれば尚可） 雇用・労災・健康・厚生 不問

R1・8/ 16 No.1-76 送迎運転手 パート ¥1,050 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市 中型自動車運転免許（８ｔ限定不可）
就業時間
①7：30～9：30　　②16：00～17：30

労災 不問

R1・8/ 16 No.1-75 介護職員 一般 ¥160,650 ～ ¥187,425 59歳以下 苫小牧市 中型自動車運転免許
就業時間
①9：00～17：30

雇用・労災・健康・厚生
不問　就職支度金 10万円支給
（就職後6ヶ月経過時1回限り）

R1・8/ 16 No.1-74 介護職員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～15：00

雇用・労災
不問　就職支度金 5万円支給
（就職後6ヶ月経過時1回限り）
【週20Ｈ以上の場合】

R1・8/ 16 No.1-73 調理員 Ｃ 一般 ¥159,600 ～ ¥168,000 不問 苫小牧市 不問（調理師免許あれば尚可）
就業時間
①6：05～14：20　　②11：00～19：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R1・8/ 16 No.1-72 清掃員 一般 ¥142,800 ～ ¥142,800 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①9：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R1・8/ 16 No.1-71 作業員（マイランドリー） 一般 ¥130,900 ～ ¥130,900 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許

就業時間
①8：00～17：00　　②9：00～17：00
③9：00～18：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R1・8/ 16 No.1-70 介護職員 一般 ¥146,700 ～ ¥163,000 59歳以下 苫小牧市
介護職員初任者研修（旧ホームヘル
パー2級）あれば尚可

就業時間
①9：00～17：00

 雇用・労災・健康・厚生・退職金制度あり（勤続 5年以上）
不問　就職支度金 10万円支給
（就職後6ヶ月経過時1回限り）

R1・8/ 16 No.1-69 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥184,800 不問 苫小牧市 中型自動車運転免許あれば尚可
就業時間
①9：00～17：00

 雇用・労災・健康・厚生・退職金制度あり（勤続 5年以上） 不問

R1・8/ 14 No.1-68 品質管理スタッフ 一般 ¥155,600 ～ ¥265,000 59歳以下 江別市 普通自動車運転免許(AT限定可）
就業時間
①8：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生・厚生年金基金 食品会社での経験1年以上の方

R1・8/ 14 No.1-67 商品企画・開発スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方
就業時間
①8：30～17：30

雇用・労災・健康・厚生・厚生年金基金
食品・食品関連業界経験者（食品販売・加工食品の製造・バイヤー・調理師・
栄養士等）

R1・8/ 14 No.1-66 製造補助作業員 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方

就業時間
①7：00～16：00　　②8：00～17：00
③9：00～18：00

雇用・労災・健康・厚生
不問
通勤手当については、通勤方法によって規定により支給します。

R1・8/ 14 No.1-65 こんにゃく製造作業職 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方
就業時間
①8：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生・厚生年金基金
不問
希望により短時間勤務について相談に応じます。

R1・8/ 14 No.1-64 江別本社商品仕分け 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 59歳以下 江別市 マイカー等自力通勤できる方
就業時間
①8：00～17：00

雇用・労災・健康・厚生・厚生年金基金
不問
希望により短時間勤務について相談に応じます。

R1・8/ 2 No.1-63 総合事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 室蘭市 普通自動車免許（通勤用）
就業時間
①8：30～15：00

雇用・労災 事務経験

R1・7/ 29 No.1-62 接客・製造 パート ¥835 ～ ¥835 20歳以上 室蘭市 不問
就業時間
①9：30～15：30　　　②15：30～19：00
③9：30～19：00

不問

 R1・7/ 23 No.1-61  介護職員  一般 ¥161,300  ～ ¥162,300  不問  室蘭市  不問
 就業時間
 ①8：45～17：30

 雇用・労災・健康・厚生
 不問（退職金制度有り）
 応募前職場見学可能

R1・7/ 19 No.1-60 介護員（看護助手） 一般 ¥143,000 ～ ¥148,000 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：45～17：15　　②16：45～8：45

雇用・労災・健康・厚生 不問

R1・7/ 19 No.1-59 介護員 一般 ¥120,000 ～ ¥150,000 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：45～17：15　　②7：30～16：00
③11：30～20：00  ④17：00～9：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R1・7/ 18 No.1-58 介護職員 一般 ¥141,180 ～ ¥226,140 不問 白老町
＊普通自動車免許あれば尚可
　介護福祉士

就業時間
①6：00～14：30　　②8：50～17：20
③10：30～19：00  ④17：10～9：10

雇用・労災・健康・厚生
不問（増床により令和2年4月1日から）
介護福祉士実務者養成施設があります。

R1・7/ 18 No.1-57 介護職員 一般 ¥141,180 ～ ¥183,200 不問 白老町
＊普通自動車免許あれば尚可

就業時間
①6：00～14：30　　②8：50～17：20
③10：30～19：00  ④17：10～9：10

雇用・労災・健康・厚生
不問（増床により令和2年4月1日から）
介護福祉士実務者養成施設があります。
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R1・7/ 18 No.1-56 介護職員 一般 ¥141,180 ～ ¥226,140 不問 白老町
＊普通自動車免許あれば尚可
　介護福祉士

就業時間
①6：00～14：30　　②8：50～17：20
③10：30～19：00  ④17：10～9：10

雇用・労災・健康・厚生 ＊介護福祉士実務者養成施設があります。

R1・7/ 18 No.1-55 介護職員 一般 ¥141,180 ～ ¥183,200 不問 白老町
＊普通自動車免許あれば尚可

就業時間
①6：00～14：30　　②8：50～17：20
③10：30～19：00  ④17：10～9：10

雇用・労災・健康・厚生 ＊介護福祉士実務者養成施設があります。

R1・7/ 18 No.1-54 生活支援員 一般 ¥141,180 ～ ¥183,200 不問 白老町
＊普通自動車免許あれば尚可

就業時間
①7：00～15：30　　②8：50～17：20
③9：30～18：00 　 ④17：10～9：10

雇用・労災・健康・厚生 ＊介護福祉士実務者養成施設があります。

R1・7/ 18 No.1-53 生活支援員 一般 ¥141,180 ～ ¥226,140 不問 白老町
＊普通自動車免許あれば尚可
　介護福祉士

就業時間
①7：00～15：30　　②8：50～17：20
③9：30～18：00 　 ④17：10～9：10

雇用・労災・健康・厚生 ＊介護福祉士実務者養成施設があります。

R1・7/ 18 No.1-52 介護職員 一般 ¥141,180 ～ ¥183,200 不問 白老町
＊普通自動車免許あれば尚可

就業時間
①7：30～16：00　　②8：50～17：20
③10：30～19：00 　④17：10～9：10

雇用・労災・健康・厚生 ＊介護福祉士実務者養成施設があります。

R1・7/ 18 No.1-51 介護職員 一般 ¥141,180 ～ ¥226,140 不問 白老町
＊普通自動車免許あれば尚可
　介護福祉士

就業時間
①7：30～16：00　　②8：50～17：20
③10：30～19：00 　④17：10～9：10

雇用・労災・健康・厚生 ＊介護福祉士実務者養成施設があります。

R1・7/ 16 No.1-50
レジ、品出し、清掃、
接客販売

パート ¥845 ～ ¥905 15歳～ 登別市 不問
就業時間
①13：00～18：00　　②14：00～18：00
③18：00～22：00

雇用
＊高校生可
＊17時以降905円

R1・7/ 10 No.1-49 介護職 パート ¥835 ～ ¥875
20歳～
60歳

室蘭市 不問
就業時間
①7：00～16：00　　②9：00～18：00

労災 ＊介護経験あれば尚可

R1・7/ 8 No.1-48 飲食業 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問
就業時間
①11：00～14：00　　②11：00～16：00
③07：00～10：00

雇用・労災

R1・7/ 8 No.1-47 臨時支援員 パート ¥938 ～ ¥938 不問 伊達市
普通自動車免許
（AT限定可・通勤用）

就業時間
①8：30～12：30　　②13：30～17：30

雇用・労災

R1・7/ 8 No.1-46 臨時支援員（日勤） ¥153,750 ～ ¥153,750 不問 伊達市
普通自動車免許
（AT限定可・業務用）

就業時間
①8：30～17：15

雇用・労災・健康・厚生

R1・7/ 8 No.1-45 保育士（臨時） 一般 ¥153,000 ～ ¥153,000 不問 登別市
普通自動車免許（通勤用）
保育士免許

就業時間
①8：45～17：30

雇用・労災・健康・厚生

R1・7/ 5 No.1-44
サービスステーション
での接客

一般 ¥171,000 ～ ¥171,000
16歳～
40歳

苫小牧市
不問
普通自動車運転免許(AT限定可）
危険物取扱　資格あれば尚可

就業時間
①7：15～16：00　　②8：15～17：00
③11：00～19：45

雇用・労災・健康・厚生

*資格手当有 、その他経験、条件等により
　ご相談に応じます。
*募集対象営業所が多数あります。
　石狩/後志/空知を対象とした各エリアで
　募集致します。

R1・7/ 5 No.1-43
サービスステーション
での接客

一般 ¥171,000 ～ ¥171,000
16歳～
40歳

白老町
不問
普通自動車運転免許(AT限定可）
危険物取扱　資格あれば尚可

就業時間
①7：15～16：00　　②8：15～17：00
③11：00～19：45

雇用・労災・健康・厚生

*資格手当有 、その他経験、条件等により
　ご相談に応じます。
*募集対象営業所が多数あります。
　石狩/後志/空知を対象とした各エリアで
　募集致します。

R1・7/ 5 No.1-42
サービスステーション
での接客

一般 ¥171,000 ～ ¥171,000
16歳～
40歳

伊達市
不問
普通自動車運転免許(AT限定可）
危険物取扱　資格あれば尚可

就業時間
①7：15～16：00　　②8：15～17：00
③11：00～19：45

雇用・労災・健康・厚生

*資格手当有 、その他経験、条件等により
　ご相談に応じます。
*募集対象営業所が多数あります。
　石狩/後志/空知を対象とした各エリアで
　募集致します。

R1・7/ 5 No.1-41
サービスステーション
での接客

一般 ¥171,000 ～ ¥171,000
16歳～
40歳

室蘭市
不問
普通自動車運転免許(AT限定可）
危険物取扱　資格あれば尚可

就業時間
①7：15～16：00　　②8：15～17：00
③11：00～19：45

雇用・労災・健康・厚生

*資格手当有 、その他経験、条件等により
　ご相談に応じます。
*募集対象営業所が多数あります。
　石狩/後志/空知を対象とした各エリアで
　募集致します。

R1・7/ 5 No.1-40
サービスステーション
での接客

パート ¥900 ～ ¥900
16歳～
40歳

苫小牧市
不問
普通自動車運転免許(AT限定可）
危険物取扱　資格あれば尚可

就業時間
①8：15～19：45　の間の
3時間～8時間 程度
時間はご相談に応じます。

 雇用・労災・健康・厚生（加入保険は雇用条件による）

*6ヶ月500時間勤務以上で奨励金
*募集対象営業所が多数あります。
　石狩/後志/空知を対象とした各エリアで
　募集致します。
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R1・7/ 5 No.1-39
サービスステーション
での接客

パート ¥900 ～ ¥900
16歳～
40歳

白老町
不問
普通自動車運転免許(AT限定可）
危険物取扱　資格あれば尚可

就業時間
①8：15～19：45　の間の
3時間～8時間 程度
時間はご相談に応じます。

 雇用・労災・健康・厚生（加入保険は雇用条件による）

*6ヶ月500時間勤務以上で奨励金
*募集対象営業所が多数あります。
　石狩/後志/空知を対象とした各エリアで
　募集致します。

R1・7/ 5 No.1-38
サービスステーション
での接客

パート ¥900 ～ ¥900
16歳～
40歳

伊達市
不問
普通自動車運転免許(AT限定可）
危険物取扱　資格あれば尚可

就業時間
①8：15～19：45　の間の
3時間～8時間 程度
時間はご相談に応じます。

 雇用・労災・健康・厚生（加入保険は雇用条件による）

*6ヶ月500時間勤務以上で奨励金
*募集対象営業所が多数あります。
　石狩/後志/空知を対象とした各エリアで
　募集致します。

R1・7/ 5 No.1-37
サービスステーション
での接客

パート ¥900 ～ ¥900
16歳～
40歳

室蘭市
不問
普通自動車運転免許(AT限定可）
危険物取扱　資格あれば尚可

就業時間
①8：15～19：45　の間の
3時間～8時間 程度
時間はご相談に応じます。

 雇用・労災・健康・厚生（加入保険は雇用条件による）

*6ヶ月500時間勤務以上で奨励金
*募集対象営業所が多数あります。
　石狩/後志/空知を対象とした各エリアで
　募集致します。

R1・7/ 5 No.1-36 販売員（コンビニ） パート ¥855 ～ ¥855 不問 伊達市 不問
就業時間
①22：00～6：00　　②5：00～9：00
③17：00～22：00

雇用・労災
＊早朝プラス200円・深夜は×1.2
＊週2日～5日程度

R1・6/ 25 No.1-35
クリーニング店舗
受付スタッフ

パート ¥835 ～ ¥835 不問 室蘭市 不問
就業時間
①10：00～14：30　　②14：30～19：00

雇用・労災

R1・6/ 19 No.1-34 ホール係 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 余市町 不問
就業時間
①10：00～21：30　の間の3時間以上
＊1日3～8時間で相談に応じます。

労災

＊労働条件に応じて雇用保険及び社会保険に
　　加入します。
＊週の勤務日数により、有給休暇の付与日数は
　　変動します。

R1・6/ 19 No.1-33 厨房係 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 余市町 不問
就業時間
①9：00～21：30　の間の3時間以上
＊1日3～8時間で相談に応じます。

労災

＊労働条件に応じて雇用保険及び社会保険に
　　加入します。
＊週の勤務日数により、有給休暇の付与日数は
　　変動します。

R1・6/ 18 No.1-32 レストラン販売・調理 パート ¥850 ～ ¥850 不問 仁木町 不問
就業時間
①10：00～16：00

雇用・労災

＊雇用期間は1年ごとの更新を予定してます。
＊時給額については経験等考慮し決定します。
＊通勤手当は規定により支給します。
＊土・日・祝日の勤務可能な方を希望します。

R1・6/ 12 No.1-31 生命保険営業職 一般 ¥116,000 ～ ¥116,000 不問 室蘭市 不問
就業時間
①9：10～16：50

雇用・労災・健康・厚生
賞与有り（年2回：前年度実績）
*給与の支給に一定の要件あり

 R1・6/ 7 No.1-30  ヘルパー  一般 ¥189,700  ～ ¥202,900  不問  伊達市  ヘルパー2級以上
 就業時間
 ①6：50～9：35　　②16：00～21：15
 ③21：00～7：00

 雇用・労災・健康・厚生
 退職金制度あり（勤続 1年以上）
 賞与有り(年2回：計2.5月分）

R1・6/ 7 No.1-29 世話人 一般 ¥157,700 ～ ¥157,700 不問 伊達市
普通自動車免許（必須）
ヘルパー資格あれば尚可

就業時間
①15：30～9：30　　②6：00～15：00
③12：00～21：00

雇用・労災・健康・厚生
退職金制度あり（勤続 1年以上）
賞与有り(年2回：計2.5月分）

R1・6/ 7 No.1-28
職業指導員
(運転手兼務）

一般 ¥178,100 ～ ¥178,100 不問 伊達市
中型自動車運転免許1種(必須）
大型自動車運転免許1種あれば尚可

就業時間
①8：30～17：30　　②8：30～19：30

雇用・労災・健康・厚生
退職金制度あり（勤続 1年以上）
賞与有り(年2回：計2.5月分）

R1・6/ 7 No.1-27 介護職員 一般 ¥180,500 ～ ¥180,500 不問 室蘭市 不問
就業時間
①6：00～15：00　　②10：00～19：00
③12：00～21：30　④21：00～6：00

雇用・労災・健康・厚生 賞与有り（年2回：計1か月分）

R1・6/ 7 No.1-26 介護職員 一般 ¥192,800 ～ ¥192,800 不問 室蘭市 介護福祉士
就業時間
①6：00～15：00　　②10：00～19：00
③12：00～21：30　④21：00～6：00

雇用・労災・健康・厚生 賞与有り（年2回：計1か月分）

R1・6/ 4 No.1-25 販売員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 室蘭市 不問
就業時間
①9：30～16：00　　②14：15～20：15

雇用・労災 働き方は要相談致します。

R1・6/ 3 No.1-24 店舗スタッフ パート ¥836 ～ ¥836 不問 室蘭市 不問
就業時間
①8：00～14：30　　②9：00～14：00
③16：00～22：00

労災

R1・5/ 28 No.1-23 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 室蘭市 不問
就業時間
①6：30～8：30　　②17：30～19：30

雇用・労災

R1・5/ 24 No.1-22 介護業務 一般 ¥153,000 ～ ¥184,000 不問 厚真町 不問
就業時間
①8：30～17：30　　②6：30～15：30
③10：30～19：30　④17：00～9：00

雇用・労災・健康・厚生
毎年、人勧による昇給有
給与は、資格、経験年数により決定

R1・5/ 16 No.1-21 弁当製造・販売 パート ¥840 ～ ¥860 不問 浦河町 普通自動車免許（AT限定可）
就業時間
①17：00～21：00

労災
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R1・5/ 16 No.1-20 弁当製造・販売 パート ¥840 ～ ¥840 不問 浦河町 普通自動車免許（AT限定可）
就業時間
①9：30～14：00

労災

R1・5/ 16 No.1-19 医療事務 パート ¥877 ～ ¥922
20歳～
50歳

浦河町 不問
就業時間
①7：45～12：30　　②8：45～12：30
③13：30～16：00　④8：45～16：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

R1・5/ 13 No.1-18 介護職 一般 ¥154,784 ～ ¥173,961 不問 室蘭市 介護福祉士
就業時間
①7：00～15：30　　②9：00～17：30
③17：30～9：30

雇用・労災・健康・厚生 介護経験者

R1・5/ 13 No.1-17 介護職員 パート ¥835 ～ ¥1,000 不問 登別市
普通自動車免許
（AT限定可・業務に使用の場合あり）

就業時間
①10：00～15：30　　②9：00～15：30

労災

R1・5/ 8 No.1-16 調理人 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 登別市 不問
就業時間
①5：45～8：15　　②15：45～18：15

H31・4/ 24 No.31-15 店舗スタッフ パート ¥895 ～ ¥1,050 不問 室蘭市 不問
就業時間
①10：00～18：30　　②12：30～21：00

雇用・労災・健康・厚生 不問

H31・4/ 24 No.31-14 店舗スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問
就業時間
①10：00～21：00の間の3～6時間

不問

H31・4/ 23 No.31-13 登録販売者 パート ¥960 ～ ¥990 不問 新ひだか町 登録販売者
就業時間
①9：00～21：00　の間の4時間程度

労災

＊医薬品の販売経験2年以上(月80時間、24ヶ月
　以上勤務された方）
＊日・祝日の休みや勤務時間のご希望がござい
　ましたら、お気軽にご相談ください。入社2ヶ月後は
　1日6～7時間勤務も可能となります。

H31・4/ 23 No.31-12 惣菜調理担当 パート ¥935 ～ ¥965 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①7：30～21：45　の間の4時間程度

労災
＊日・祝日の休みや勤務時間のご希望がござい
　ましたら、お気軽にご相談ください。入社2ヶ月後は
　1日6～7時間勤務も可能となります。

H31・4/ 23 No.31-11 ホームファッション担当 パート ¥835 ～ ¥865 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①9：00～21：00　の間の4時間程度

労災

＊明るく笑顔で接客のできる方を希望いたします。
＊日・祝日の休みや勤務時間のご希望がござい
　ましたら、お気軽にご相談ください。入社2ヶ月後は
　1日6～7時間勤務も可能となります。

H31・4/ 23 No.31-10 グロサリー担当 パート ¥865 ～ ¥895 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①7：00～21：45　の間の4時間程度

労災
＊日・祝日の休みや勤務時間のご希望がござい
　ましたら、お気軽にご相談ください。入社2ヶ月後は
　1日6～7時間勤務も可能となります。

H31・4/ 23 No.31-9 水産担当 パート ¥935 ～ ¥965 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①16：00～21：00　の間の4時間程度

労災

＊勤務体制：8名
＊日・祝日の休みや勤務時間のご希望がござい
　ましたら、お気軽にご相談ください。入社2ヶ月後は
　1日6～7時間勤務も可能となります。

H31・4/ 23 No.31-8 衣料品販売スタッフ パート ¥835 ～ ¥865 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①9：00～21：00　の間の4時間程度

労災

＊明るく笑顔で接客のできる方を希望いたします。
＊日・祝日の休みや勤務時間のご希望がござい
　ましたら、お気軽にご相談ください。入社2ヶ月後は
　1日6～7時間勤務も可能となります。

H31・4/ 23 No.31-7 食品レジ係 パート ¥915 ～ ¥945 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①7：30～11：30　　②16：00～21：45

労災

＊明るく笑顔で接客のできる方を希望いたします。
＊日・祝日の休みや勤務時間のご希望がござい
　ましたら、お気軽にご相談ください。入社2ヶ月後は
　1日6～7時間勤務も可能となります。

H31・4/ 23 No.31-6 畜産担当 パート ¥905 ～ ¥935 不問 新ひだか町 不問
就業時間
①7：00～21：00　の間の4時間程度

労災
＊日・祝日の休みや勤務時間のご希望がござい
　ましたら、お気軽にご相談ください。入社2ヶ月後は
　1日6～7時間勤務も可能となります。

H31・4/ 23 No.31-5 あかすりエステ 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000
20歳～

45歳(位）
当別町 不問

就業時間
①10：30～18：30　②12：00～20：00
③13：00～21：00　④14：00～22：00

※歩合制　売り上げの40％～
※個人売上月40万円×0.4（40％）＝16万円
※最低保障の条件：例 16万円の場合【月25日勤務
 　8時間労働】その他は、個人の勤務状態によって、
　保障額は 個人と要相談になります。

H31・4/ 15 No.31-4
フロント・ホール
スタッフ

パート ¥835 ～ ¥835 不問 当別町 不問
就業時間
①9：00～18：00　　②11：00～20：00
③12：00～21：00

雇用・労災・健康・厚生
※加入保険等につきましては、雇用条件により
　適用されないことがありますのでご注意ください。

H31・4/ 10 No.31-3
サービスカウンター・レ
ジスタッフ

パート ¥865 ～ ¥865 18歳以上 室蘭市 不問
就業時間
①8：45～14：45　　②15：15～21：15
③17：00～23：00

雇用・労災 ＊60歳以上の方歓迎します。

H31・4/ 10 No.31-2 販売員 パート ¥835 ～ ¥835 18歳以上 室蘭市 不問
就業時間
①7：30～11：00　　②18：30～23：15

労災 ＊60歳以上の方歓迎します。

H31・4/ 9 No.31-1 ホール・調理補助 パート ¥835 ～ ¥1,000
18歳～
60歳

室蘭市 不問
就業時間
①10：00～21：00　の間の交代勤務

雇用・労災
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