
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

H29・7/21 №29-98 クリーンスタッフ パート ¥800 ～ ¥800 18歳以上 室蘭市
普通運転免許
（限定可・通勤用）

就業時間　００:００～０２:００　休日　他
会社カレンダーシフト制

労災 不問

H29・7/21 №29-97 清掃員 パート ¥960 ～ ¥960 18歳以上 登別市 不問
就業時間　２３:００～００:００　休日　他
会社カレンダーシフト制

労災 不問

H29・7/21 №29-96 指導員代務 パート ¥800 ～ ¥850 不問 室蘭市 不問
就業時間　８:００～１８:３０の間の４時間以上
休日　日祝他　時間外　月平均5時間

雇用・労災 不問

H29・7/21 №29-95 クリーンスタッフ パート ¥786 ～ ¥786 不問 室蘭市 不問
就業時間　８:00～1０:00
休日　土日祝他

労災 不問

H29・7/3 №29-94 就業相談員 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 不問 室蘭市
普通運転免許（AT限定可・
業務に使用）

9：00～17：00
時間外 有 月平均 6時間
休日　土・日・祝

雇用・労災・厚生・健康
相談業務経験があれば尚可・パソコン（ワード・
エクセル）操作・普通自動車免許（業務に使用・
AT限定可）

H29・6/29 №29-93 生活相談員（準職員） 一般 ¥154,000 ～ ¥171,940 不問 室蘭市
社会福祉主事（社会福祉士
尚可）運転免許（AT限定可・
業務に使用）

就業時間８：45～１７：３0
変則週休2日

雇用・厚生・健康 ３年位勤務経験の方希望

H29・5/30 №29-90 キャディ 一般 ¥200,754 ～ ¥200,754 59歳以下 静岡県袋井市
普通自動車免許
（通勤用）

就業時間　①7：30～16：20　②8：30～16：
20 休日4週6休制　交代制

雇用・労災・厚生・健康・
財形・退職金制度あり（勤続
2年以上）

不問

H29・4/10 ＮＯ２９－８９ うずら飼育・生産・加工・販売 パート ¥768 ～ ¥768 不問 室蘭市 不問 就業時間８：００～１７：３０ 雇用・労災・厚生・健康

3月24日 NO.28-88 生花販売員 パート ¥786 ～ ¥786 不問 室蘭市 不問
就業時間　①9:00～18:00 週３日位
休日　週休２日シフト制

雇用・労災 土・日・祝日勤務可能な方を希望

3月15日 NO.28-87 厨房 パート ¥800 ～ 不問 室蘭市 不問
就業時間　①16:00～23:00　②16:00～
21:00　③18：00～23：00
休日　シフト制

雇用・労災 不問・土・日手当て　時給50円ＵＰ

2月22日 NO.28-86 飲食店ホールスタッフ パート ¥786 ～ ¥786 不問 室蘭市 不問
就業時間　①10:30～14:00　②17:00～
20:00　③21：00～24：00シフト制
休日　木曜日　及び平日１日

無 不問

11月8日 NO.28-85 就業促進員 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 不問 室蘭市
普通運転免許（AT限定可・
業務に使用）

就業時間　①9:00～17:00　②10:00～
18:00
休日　土・日・祝

雇用・労災・厚生・健康
相談・外交業務経験・パソコン（ワード・エクセ
ル）操作・普通自動車免許（業務に使用・AT限
定可）

11月2日 NO.28-84 調理員 パート ¥790 ～ ¥790 不問 札幌市 調理師免許のある方優遇

就業時間　①7：00～17:30の間の5時
間程度　　　　　　　　　　　　　　　　　休
日　土・日・祝

雇用・労災 調理師免許のある方優遇

11月2日 NO.28-83 注文請・洗い場 パート ¥800 ～ ¥800 不問 室蘭市 不問
就業時間　①10:30～13:30
水曜日のみ勤務

無

10月21日 NO.28-82 訪問介護ヘルパー パート ¥1,150 ～ ¥1,650 不問 札幌市 介護ヘルパー２級以上
就業時間　①7:20～9:20　②15:00～20:00
③7：20～22：00の間でシフト制（応相談）
休日　当社カレンダーによるシフト（応相談）

労災
勤続手当有・休日手当有（GW・お盆・年末年
始）１日５００円　資格取得支援制度有

10月17日 NO.28-81 清掃員（29.3.31迄原則更新） パート ¥119,943 ～ ¥119,943 不問 室蘭市 不問
就業時間　①8:00～16:00
休日　週休２日制　シフト

雇用・労災・厚生・健康

10月4日 NO.28-80 介護職員(准職員） 一般 ¥143,200 ～ ¥163,290 不問 室蘭市 介護ヘルパー２級以上
就業時間　①8:45～17:30　(デイサービス）
休日　日曜日　平日１日休日変則　当社カ
レンダーによるシフト

雇用・厚生・健康・退職共済

10月4日 NO.28-79 介護職員（契約職員） 一般 ¥132,200 ～ ¥152,290 不問 室蘭市 不問
就業時間　①8:45～17:30　(デイサービス）
休日　日曜日　平日１日休日変則　当社カ
レンダーによるシフト

雇用・厚生・健康・退職共済

9月26日 NO.28-78 カウンターでの販売 パート ¥790 ～ ¥790 不問 千歳空港内 不問
就業時間　①6:55～15:55　②9:30～18:30
③11：45～20：45内５時間シフト制
休日　当社カレンダーによるシフト

労災
29.1から８時間労働常傭の可能性有その場合
社保・厚・雇・労加入１０月から時給７９０円に
変更

9月13日 NO.28-77 技工士補助 パート ¥786 ～ ¥800 60歳以下 室蘭市 普通運転免許・業務に使用
就業時間　①14:30～18:00
週３日程度シフト
休日　日・祝

無

9月13日 NO.28-76-2 介護職員（契約職員） 一般 ¥132,200 ～ ¥152,290 不問 室蘭市 不問
就業時間　①8:45～17:30　(デイサービス）
休日　日曜日　平日１日休日変則　当社カ
レンダーによるシフト

雇用・厚生・健康・退職共済

8月30日 NO.28-75 客室係 一般 ¥190,000 ～ ¥220,000 45歳以下 石川県七尾市 普通運転免許あれば尚可 高卒以上 雇用・労災・厚生・健康
母子寮・独身寮・赴任旅費全額・引越費用
（５万円まで）・社内保育園　　有

1 ページ


