
提供：ハローワーク苫小牧
　　　　（マザーズコーナー）

令和　元年度　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 列3 給与2 年齢 就業場所 資　格 列1 経　験 列2

5月24日 01190-5012891 一般事務 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許 パソコン操作

5月24日 01230-10670191 事務職員 一般 ¥146,600 ～ ¥179,800 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月24日 01010-19309391 一般事務員 一般 ¥172,300 ～ ¥216,200 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作

5月24日 01190-5021291 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥880 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作

5月24日 01190-4999191 医療事務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

5月24日 01190-4957091 歯科助手 パート ¥835 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 不問

5月20日 13040-57813191 営業職 一般 ¥220,000 ～ ¥320,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

5月20日 13010-63493591 営業 一般 ¥166,560 ～ ¥286,450 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

5月20日 13010-57015591 検査技術員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月20日 01250-2589391 技術職 一般 ¥191,200 ～ ¥260,600 不問 日高町
普通自動車運転免許（AT限定可）
自動車整備士尚可

不問

5月20日 01240-9920291 教室長 一般 ¥205,000 ～ ¥370,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

5月20日 08031-984991 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

5月20日 01190-4957091 歯科助手 パート ¥835 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 不問 不問

5月20日 01190-4954291 支援スタッフ パート ¥850 ～ ¥860 不問 苫小牧市 不問 不問

5月20日 01190-4929891 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 不問 不問

5月16日 13010-57015591 検査技術員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月16日 08031-984991 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

5月16日 01190-4929891 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 不問 不問

5月16日 01190-4927491 歯科助手 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

5月16日 01190-4918991 医療事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

5月16日 01190-4914191 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

5月13日 13040-57813191 営業職 一般 ¥220,000 ～ ¥320,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問
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5月13日 13010-57015591 検査技術員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月13日 01240-9920291 教室長 一般 ¥205,000 ～ ¥370,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

5月13日 01190-4879691 歯科助手及び受付 一般 ¥155,900 ～ ¥190,900 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月13日 08031-984991 一般事務及び補助業務 一般 ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

5月13日 01190-4868191 一般事務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市
簿記3級以上
普通自動車運転免許

パソコン基本操作

5月13日 01190-4861691 工場作業員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 白老町 不問 不問

5月13日 01190-4821991 受付及び歯科助手Ａ パート ¥850 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

5月13日 01190-4813991 事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

5月9日 01190-4811391 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 厚真町 不問 不問

5月9日 08031-984991 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル)

5月9日 01190-4821991 受付及び歯科助手A パート ¥850 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

5月9日 01190-4813991 事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

5月9日 01190-4218691 看護助手 一般 ¥125,250 ～ ¥125,250 不問 苫小牧市 不問 不問

5月9日 01190-4159291 一般事務及び専門業務 一般 ¥180,700 ～ ¥253,800 35歳以下 日高町 普通自動車運転免許 不問

5月9日 01190-4186391 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 一般事務経験

5月9日 01190-4129691 軽作業員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

5月9日 01190-4114791 医療事務 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 医療事務 医療事務経験

5月9日 01190-4102391 受付事務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験

5月7日 01190-4218691 看護助手 一般 ¥125,250 ～ ¥125,250 不問 苫小牧市 不問 不問

5月7日 01190-4191591 営業職員 一般 ¥206,000 ～ ¥385,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）

5月7日 01190-4168591 調達業務員 一般 ¥147,000 ～ ¥186,500 不問 苫小牧市 不問 不問

5月7日 01190-4159291 一般事務及び専門業務 一般 ¥180,700 ～ ¥253,800 35歳以下 日高町 普通自動車運転免許 不問
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5月7日 08031-984991 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）

5月7日 01190-4186391 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 一般事務経験

5月7日 01190-4129691 軽作業員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

5月7日 01190-4114791 医療事務 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 医療事務 医療事務経験者

4月25日 01010-17010391 苫小牧駐在所事務職 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）

4月25日 01190-4111691 サービス提供責任者 一般 ¥203,600 ～ ¥203,600 64歳以下 苫小牧市
介護職員基礎研修、介護職員実務者研修、
介護福祉士のいずれか、普通自動車免許

4月25日 01190-4068491 歯科助手及び受付 一般 ¥155,900 ～ ¥190,900 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月25日 01190-4062591 薬局助手 一般 ¥148,180 ～ ¥162,000 不問 白老町 不問 不問

4月25日 1190-4129691 軽作業員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

4月25日 01190-4114791 医療事務 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 医療事務 医療事務経験

4月25日 01190-4102391 受付事務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験

4月22日 01190-4068491 歯科助手及び受付 一般 ¥155,900 ～ ¥190,900 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月22日 01190-4062591 薬局助手 一般 ¥148,180 ～ ¥162,000 不問 白老町 不問 不問

4月22日 01230-8922691 総合事務員 一般 ¥163,000 ～ ¥290,400 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月22日 01190-4016991 ガソリンスタンドスタッフ 一般 ¥158,000 ～ ¥185,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（通勤用） 不問

4月22日 01190-4010291 フロント事務員 一般 ¥158,079 ～ ¥171,076 40歳以下 苫小牧市
普通自動車運転免許
簿記あれば尚可

不問

4月22日 27020-27645591 製造・出荷業務職 一般 ¥189,000 ～ ¥239,000 18歳以上 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 製造業の経験あれば尚良し

4月22日 01190-3979591 事務員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 苫小牧市
簿記3級以上
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

不問

4月22日 01190-3958991 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
簿記資格あれば尚可

不問

4月18日 01230-8922691 総合事務員 一般 ¥163,000 ～ ¥290,400 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月18日 01190-4016991 ガソリンスタンドスタッフ 一般 ¥158,000 ～ ¥185,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（通勤用） 不問

4月18日 01190-40110291 フロント事務員 一般 ¥158,079 ～ ¥171,076 40歳以下 苫小牧市
普通自動車運転免許
簿記あれば尚可

不問
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4月18日 27020-27645591 製造・出荷業務職 一般 ¥189,000 ～ ¥239,000 18歳以上 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 製造業の経験あれば尚良し

4月18日 13090-17354791 ルート営業 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

4月18日 01190-3973691 歯科助手 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月18日 01190-3979591 事務員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 苫小牧市
簿記3級以上
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

不問

4月18日 01190-3958991 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
簿記資格あれば尚可

不問

4月18日 01190-3913191 受付及び医療事務 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験者

4月15日 01190-3964391 倉庫管理スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月15日 01190-3963091 製造スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月15日 01010-15596291 医療業務 一般 ¥131,040 ～ ¥142,740 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月15日 01190-3944891 医療事務及び診療補助 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月15日 01100-2817991 受付事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問
事務実務経験２年以上、パソコン操作できる方
（ｴkｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ）

4月15日 01190-3958991 事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
簿記資格あれば尚可

不問

4月15日 01190-3913191 受付及び医療事務 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

4月15日 01190-3889891 支援員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

4月15日 01190-3880291 一般事務員 パート ¥835 ～ ¥900 64歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験、パソコン操作できる方

4月12日 01010-15596291 医療事務 一般 ¥131,040 ～ ¥142,740 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月12日 01190-3944891 医療事務及び診療補助 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月12日 01100-2817991 受付事務 一般 ¥145,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 不問
事務実務経験２年以上、パソコン操作できる方
（ｴkｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ）

4月12日 01190-3950791 事務所内清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

4月12日 01190-3913191 受付及び医療事務 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験

4月12日 01190-3889891 支援員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

4月12日 01190-3880291 一般事務 パート ¥835 ～ ¥900 64歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験、パソコン操作できる方
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4月12日 01190-3847791 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験、パソコン操作できる方

4月8日 01010-14367591 営業総合職 一般 ¥220,000 ～ ¥400,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月8日 01190-3832591 調剤薬局事務 一般 ¥140,000 ～ ¥160,000 不問 平取町 普通自動車運転免許（通勤用） 不問

4月8日 01190-3820491 事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥189,500 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

4月8日 01190-3847791 一般事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験、パソコン操作

4月5日 01190-3820491 事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥189,500 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

4月5日 01190-3807591 ルート営業員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

4月5日 01190-3757991 入浴介助ｲﾝ パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市 不問 不問

4月1日 01190-3102491 総合事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定不可）、、(建設業経理
士あれば尚可)

不問

4月1日 01190-3091291 介護職員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 介護福祉士、普通自動車運転免許 不問

4月1日 01190-3064791 介護職員 一般 ¥146,700 ～ ¥163,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月1日 01190-3089991 事務員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 千歳市、安平町普通自動車運転免許（通勤用） 不問

4月1日 01190-2973991 児童支援員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）、ヘルパー1～2
級、介護福祉士

不問

4月1日 01190-2947391 医療事務員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 医療事務、普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月28日 01190-2960591 営業アシスタント業 一般 ¥127,500 ～ ¥127,500 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月28日 01190-2959791 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免(通勤用） 事務経験3年以上（給料計算他）

3月28日 01190-2953191 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥250,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月28日 01190-2949991 歯科受付事務 一般 ¥152,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 不問 不問

3月28日 01190-2948691 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月28日 01190-2946091 一般事務員 一般 ¥175,600 ～ ¥185,600 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月28日 02010-5092591 事務員 パート ¥840 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月28日 01190-2973991 児童支援員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
ヘルパー1～2級、介護福祉士

不問
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3月28日 01190-2967791 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月28日 01190-2947391 医療事務員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
医療事務

不問

3月25日 01190-2960591 営業アシスタント 一般 ¥127,500 ～ ¥127,500 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月25日 01190-2959791 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免(通勤用） 事務経験3年以上（給料計算他）

3月25日 01190-2953191 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥250,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月25日 01190-2949991 歯科受付事務員 一般 ¥152,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 不問 不問

3月25日 01230-6532791 営業職 一般 ¥195,000 ～ ¥25,200 40歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月25日 01190-2948691 一般事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月25日 01190-2946091 一般事務員 一般 ¥175,600 ～ ¥185,600 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月25日 01240-6784491 試験計測員 一般 ¥192,000 ～ ¥318,000 39歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月25日 01190-2967791 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月25日 01190-294491 経理事務員 パート ¥850 ～ ¥870 不問 苫小牧市 不問 不問

3月25日 01190-2908791 医療事務 パート ¥900 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 医療事務の経験

3月25日 01190-2894691 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験、パソコン操作

3月25日 01190-2893391 調剤薬局事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車運転免(通勤用） 不問

3月25日 01190-2891191 一般事務 パート ～ 苫小牧市 普通自動車運転免(通勤用） パソコン操作経験

3月22日 01190-2953191 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥250,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月22日 01190-2949991 歯科受付事務 一般 ¥152,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 不問 不問

3月22日 01190-2948691 一般事務 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月22日 01190-2946091 一般事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥185,600 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月22日 01240-6784491 試験計測員 一般 ¥192,000 ～ ¥318,000 39歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月22日 01190-2947391 医療事務員 パート ¥1,200 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 医療事務、普通自動車運転免許（AT限定可） 不問
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3月22日 01190-2894691 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験、パソコン操作

3月22日 01190-2893391 調剤薬局事務 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 平取町 普通自動車運転免許（通勤用） 不問

3月22日 01190-2891191 一般事務 パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（通勤用） パソコン操作経験

3月18日 01190-2898891 通所リハビリ介護員 一般 ¥126,900 ～ ¥141,900 59歳以下 苫小牧市 介護福祉士 不問

3月18日 01190-2877391 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 簿記3級以上
事務経験2年以上
給与ソフト（弥生）操作経験者

3月18日 01190-2866191 工場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 44歳以下 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
フォークリフト免許あれば尚可

不問

3月18日 01190-2860991 事務員 一般 ¥218,000 ～ ¥256,080 30歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

3月18日 27030-11534491 一般事務 一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月18日 01190-2813791 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥194,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月18日 01190-2894691 一般事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験、パソコン操作

3月18日 01190-2893391 調剤薬局事務 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 平取町 普通自動車運転免許（通勤用） 不問

3月18日 01190-2891191 一般事務 パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（通勤用） パソコン操作

3月14日 27030-11534491 一般事務 一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月14日 01190-2813791 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥194,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月14日 01190-2809191 事務員 一般 ¥169,000 ～ ¥169,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験

3月14日 01190-2801391 受付及び事務 一般 ¥158,457 ～ ¥190,795 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

3月14日 01190-2783891 営業スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月14日 01230-5636991 営業員 一般 ¥150,000 ～ ¥300,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 訪問販売実務経験あれば尚可

3月14日 01190-2790491 リハビリ助手 パート ¥840 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

3月14日 01240-5530891
食肉加工員又は枝肉除骨
作業員

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月11日 01190-2740791 ルート配送及び食肉加工 一般 ¥163,000 ～ ¥180,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

3月11日 01190-2728591
検査助手・医局秘書・病棟ク
ラーク

一般 ¥119,000 ～ ¥119,000 不問 苫小牧市 不問 不問
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3月11日 01190-2727291 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥184,800 不問 苫小牧市 不問 不問

3月11日 01230-5395691 ルート営業 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

3月11日 01240-5530891
食肉加工員又は枝肉除骨
作業員

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下 安平町 不問 不問

3月11日 01190-2706691 学校給食用米飯作業員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月11日 01190-2689591 医療事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験

3月7日 01010-10317591 医事業務（外来会計業務) 一般 ¥128,520 ～ ¥136,170 59歳以下 苫小牧市 医療事務資格 不問

3月7日 01190-2705391 事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥189,500 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

3月7日 01190-2685491 医療事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥175,000 不問 苫小牧市 不問 不問

3月7日 01190-2674391 病棟看護補助者 一般 ¥121,501 ～ ¥127,742 不問 苫小牧市 不問 不問

3月7日 01240-5530891
食肉加工員又は枝肉除骨
作業員

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下 安平町 不問 不問

3月7日 01190-2706691 学校給食用米飯作業員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

3月7日 01190-2689591 医療事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

3月7日 38010-8329691 部品製作 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

3月4日 01190-2631191 経理事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
(建設経理資格あれば尚可）

不問

3月4日 01190-2626691 一般事務又は 一般 ¥150,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
(貨物運行管理者あれば尚可）

不問

3月4日 01190-2580791 支援員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
(保育士あれば尚可）介護福祉士あれば尚可)

不問

3月4日 01190-2579391 支援員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
(保育士あれば尚可）介護福祉士あれば尚可)

不問

2月28日 01190-2099591 一般事務 一般 ¥137,070 ～ ¥137,070 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン基本操作

2月28日 01190-2062491 医療事務職 一般 ¥157,200 ～ ¥199,500 59歳以下 苫小牧市 不問 医療事務経験・診療報酬経験

2月28日 01190-2021791 倉庫管理スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 不問 不問

2月28日 01190-2113191 看護助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

2月28日 01190-2054491 倉庫内作業員 パート ¥890 ～ ¥890 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（通勤用） 不問
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2月28日 01190-1966391 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 白老町 普通自動車運転免許 パソコン操作

2月28日 01190-1958091 一般事務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

2月25日 01190-2021791 倉庫管理スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 不問 不問

2月25日 01190-2020491 介護事務員 一般 ¥129,360 ～ ¥132,300 不問 白老町 不問 不問

2月25日 01190-2014291 介護職員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市
介護福祉士
普通自動車運転免許

不問

2月25日 01190-1998191 看護助手 一般 ¥125,250 ～ ¥125,250 不問 苫小牧市 不問 不問

2月25日 01190-1966391 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 白老町 普通自動車運転免許 パソコン操作

2月25日 01190-1958091 一般事務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

2月25日 01190-1904291 清掃作業員 パート ¥840 ～ ¥840 不問 苫小牧市 不問 不問

2月21日 01190-1991691 船舶電機修理作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（通勤用） 不問

2月21日 01190-1954891
明治の宅配専用人気商品の
宅配

一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

2月21日 13010-24222491 営業 一般 ¥165,010 ～ ¥284,900 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

2月21日 01190-1940091 支援相談員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,500 65歳以下 苫小牧市 社会福祉士、介護福祉士のいずれか 老健の支援相談員経験

2月21日 01190-1932091 事務及び業務全般 一般 ¥135,600 ～ ¥247,600 35歳以下 むかわ町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

2月21日 01190-1970291 保育補助 パート ¥850 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

2月21日 01190-1966391 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 白老町 普通自動車運転免許 パソコン操作経験

2月21日 01190-1958091 一般事務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験

2月21日 01190-1904291 清掃作業員 パート ¥840 ～ ¥840 不問 苫小牧市 不問 不問

2月18日 01190-1939291 ルート営業 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 59歳以下 苫小牧市
普通自動車運転免許（Ｈ19.6月以前取得）
中型自動車免許（8ｔ）

不問

2月18日 01190-1932091 事務及び業務全般 一般 ¥135,600 ～ ¥247,600 35歳以下 むかわ町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

2月18日 01190-1923191 工事受付事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥250,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

2月18日 01190-1927991 歯科助手及び受付事務 一般 ¥148,000 ～ ¥160,000 不問 苫小牧市 不問 不問
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2月18日 01190-1905591 受付事務 一般 ¥184,000 ～ ¥199,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（通勤用） 受付事務経験者

2月18日 01190-1903891 事務職及び検査立会人 一般 ¥180,300 ～ ¥206,400 33歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

2月18日 01030-3016791 ルート営業 一般 ¥212,000 ～ ¥262,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

2月18日 01190-1904291 清掃作業員 パート ¥840 ～ ¥840 不問 苫小牧市 不問 不問

2月14日 22010-5332991 営業事務 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月14日 22010-5331691 製造職 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月14日 01190-1869191 技術職 一般 ¥188,510 ～ ¥188,510 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン基本操作

2月14日 01190-1864491 事務職 一般 ¥146,960 ～ ¥146,960 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（通勤用） 不問

2月14日 01190-1838691 総合事務 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（通勤用） 不問

2月14日 01190-1807891 支援スタッフ パート ¥850 ～ ¥860 不問 苫小牧市 不問 不問

2月14日 08031-424691 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

2月12日 01190-1806791- 歯科助手 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月12日 01010-6400591 技術員 一般 ¥200,000 ～ ¥350,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

2月12日 01190-1801091 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥160,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

2月12日 01190-1798091 作業員 一般 ¥146,400 ～ ¥192,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

2月12日 01190-1790691 ルート配送員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

2月12日 01190-1807891 支援スタッフ パート ¥850 ～ ¥860 不問 苫小牧市 不問 不問

2月12日 08031-424691 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

2月12日 01190-1732991 食品製造スタッフ パート ¥835 ～ ¥835 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月7日 01190-1784491 船舶代理店業 一般 ¥160,860 ～ ¥220,700 35歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

2月7日 01190-1783991 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 不問 不問

2月7日 01030-2415791
商品配送及び倉庫管理作業
員

一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問
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2月7日 08031-424691 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

2月7日 01190-1732991 食品製造スタッフ パート ¥835 ～ ¥835 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月7日 01190-1699191 総合事務 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） パソコン基本操作

2月4日 01010-4950991 歯科助手 一般 ¥135,000 ～ ¥135,000 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月4日 01190-1732991 食品製造スタッフ パート ¥835 ～ ¥835 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

2月4日 01190-1651491 ハウスクリーニングスタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

1月31日 01190-1041891 調剤薬局事務 一般 ¥136,000 ～ ¥144,000 不問 平取町 普通自動車免許（通勤用） 不問

1月31日 01190-1055691 療育指導員補助 パート ¥835 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

1月31日 01190-1032491 支援員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
（介護福祉士あれば尚可）

不問

1月31日 01190-1029191 工場内作業員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

1月31日 01010-3248391 一般事務 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

1月31日 01010-3191391 一般事務 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

1月31日 01190-942791 給食調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

1月28日 01190-1034891 税理士補助 一般 ¥195,000 ～ ¥205,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可）・簿記3級 パソコン操作

1月28日 01190-1026891 営業 一般 ¥254,000 ～ ¥430,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 建設機械取扱い経験者

1月28日 01190-1032491 支援員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
介護福祉士あれば尚可

不問

1月28日 01190-1029191 工場内作業員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

1月28日 01190-980091 支援員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
保育士あれば尚可

不問

1月28日 01010-3248391 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

1月28日 01010-3191391 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

1月28日 01190-929591 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験

1月24日 01190-982691 一般事務員 一般 ¥182,000 ～ ¥255,000 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験
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1月24日 01190-974691 フロント事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥256,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

1月24日 01190-944291 訪問介護員 一般 ¥144,000 ～ ¥200,400 65歳以下 苫小牧市
介護職員初任者研修（旧ﾍﾙﾊﾟｰ2級）
介護職員実務者研修（旧ﾍﾙﾊﾟｰ1級）

不問

1月24日 01190-943891 経理事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許 経理事務経験

1月24日 01190-927891 部品管理補助 一般 ¥180,000 ～ ¥314,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

1月24日 01190-980091 支援員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定可）
保育士あれば尚可

不問

1月24日 01010-3248391 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

1月24日 01010-3191391 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

1月24日 01190-929591 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験

1月24日 01190-889291 医療事務 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験（年数不問）

1月21日 01190-944291 訪問介護員 一般 ¥144,000 ～ ¥200,400 65歳以下 苫小牧市
介護職員初任者研修（旧ﾍﾙﾊﾟｰ2級）
介護職員実務者研修（旧ﾍﾙﾊﾟｰ1級）

不問

1月21日 01190-943891 経理事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許 経理事務経験

1月21日 01190-919891 支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

1月21日 01190-942791 給食調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

1月21日 01190-890091 リハビリ室受付及び助手 パート ¥840 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月21日 01190-889291 医療事務 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 医療事務経験（年数不問）

1月21日 01190-860491 軽作業員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

1月21日 01190-839591 受付及び歯科助手 パート ¥850 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

1月21日 01190-827491 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

1月17日 17010-2030791 営業スタッフ 一般 ¥240,000 ～ ¥350,000 不問 苫小牧市 不問 営業経験者優遇

1月17日 01190-813591 医療事務及び看護助手 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験

1月17日 01190-812291 倉庫作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月17日 01190-805291 一般事務 一般 ¥158,300 ～ ¥175,600 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問
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1月17日 01190-800691 歯科助手 一般 ¥148,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 不問 不問

1月17日 01190-839591 受付及び歯科助手Ａ パート ¥850 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

1月17日 01190-827491 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

1月17日 01190-806591 一般事務 パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

1月17日 01190-743091
リサイクル商品の商品化及
びインターネット販売業務

パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン基本操作

1月17日 08031-109191 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

1月15日 01190-774291 現場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥280,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

1月15日 01190-767591 リサイクル処理スッタフ 一般 ¥174,000 ～ ¥270,000 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月15日 01190-744391 配車業務 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 44歳以下 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定不可）
運行管理あれば尚可

不問

1月15日 01190-742191
リサイクル品の商品化及び
インターネット販売業務

一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン基本

1月15日 01190-743091
リサイクル品の商品化及び
インターネット販売業務

パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン基本

1月15日 08031-109191 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

1月15日 01190-645291 入浴介助員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 苫小牧市 不問 不問

1月15日 01190-579491 食肉加工作業員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 不問 不問

1月10日 01190-744391 配車業務 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 44歳以下 苫小牧市
普通自動車運転免許（AT限定不可）
運行管理あれば尚可

不問

1月10日 01190-742191
リサイクル品の商品化及び
インターネット販売業務

一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン基本

1月10日 01190-738991 歯科助手 一般 ¥151,000 ～ ¥290,000 不問 苫小牧市 不問 不問

1月10日 01190-731891 職業支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥240,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

1月10日 01232-108991 技術 一般 ¥150,000 ～ ¥185,000 35歳以下 厚真町 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン

1月10日 01190-743091
リサイクル品の商品化及び
インターネット販売業務

パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン基本

1月10日 01190-536691 歯科助手及び受付 パート ¥840 ～ ¥840 不問 苫小牧市 不問 不問

1月7日 01190-686291 食品配送業務 一般 ¥220,000 ～ ¥260,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

13 ページ



提供：ハローワーク苫小牧
　　　　（マザーズコーナー）

令和　元年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

1月7日 01190-652291 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

1月7日 01190-635791 介護福祉士 一般 ¥176,400 ～ ¥184,800 59歳以下 苫小牧市 介護福祉士 不問

1月7日 08031-109191 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル)

12月27日 01190-11527981 品質管理 一般 ¥180,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 不問 不問

12月27日 01190-11526681 倉庫作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月27日 01190-11523181 税務会計スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥210,000 44歳以下 苫小牧市
簿記３級以上または同等の知識、普通自動車
運転免許(AT限定可)

不問

12月27日 01190-11519981 業務員 一般 ¥201,000 ～ ¥267,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

12月27日 01230-25637581 事務職員 一般 ¥146,600 ～ ¥179,800 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月27日 01190-11490981 歯科助手 パート ¥880 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験1年以上

12月25日 01190-11527981 品質管理 一般 ¥180,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 不問 不問

12月25日 01190-11526681 倉庫作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月25日 01230-25637581 事務職員 一般 ¥146,600 ～ ¥179,800 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月25日 01190-11490981 歯科助手 パート ¥880 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験1年以上

12月25日 01190-11483581 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 不問 不問

12月21日 01190-11496181 サポート営業及び営業事務 一般 ¥205,000 ～ ¥265,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

12月21日 01190-11485781 事務職員(経理事務) 一般 ¥151,250 ～ ¥194,350 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月21日 01190-11469881 一般事務職 一般 ¥155,500 ～ ¥300,000 40歳以下 厚真町 普通自動車運転免許 民間企業等の実務経験２年以上

12月21日 01190-11468781 営業事務 一般 ¥177,500 ～ ¥213,000 39歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

12月21日 01190-11490981 歯科助手 パート ¥880 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験1年以上

12月21日 01190-11483581 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 不問 不問

12月17日 01190-11469881 一般事務職 一般 ¥155,500 ～ ¥300,000 40歳以下 厚真町 普通自動車運転免許 民間企業等の事務実務経験2年以上実務経験2年以上

12月17日 01190-11468781 営業事務 一般 ¥177,500 ～ ¥213,000 39歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問
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12月17日 01190-11455381 事務員 一般 ¥135,150 ～ ¥135,150 64歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定不可） 事務経験

12月17日 01190-11403281 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

12月17日 01010-48121081 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

12月17日 01190-11388781 療育指導員補助 パート ¥835 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

12月13日 01190-11403281 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧 不問 不問

12月13日 01010-48121081 一般事務 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧 普通自動車運転免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

12月13日 38010-40476181 マシンオペレーター パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧 不問 不問

12月13日 01240-24829281
食肉加工員・枝肉除骨作業
員

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下 安平町 不問 不問

12月13日 01190-11428281 営業 一般 ¥178,000 ～ ¥250,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

12月13日 01010-48386481 営業職 一般 ¥194,600 ～ ¥260,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

12月13日 01010-48299881 医療業務（外来会計業務） 一般 ¥128,520 ～ ¥136,170 59歳以下 苫小牧市 医療事務資格 不問

12月13日 01010-48143781 医療事務（外来クラーク） 一般 ¥127,680 ～ ¥135,280 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月10日 01190-11388781 療育指導員補助 パート ¥835 ～ ¥850 不問 苫小牧 不問 不問

12月10日 01240-24829281
食肉加工員又は枝肉除骨
作業員

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下 安平町 不問 不問

12月10日 01190-11295381 事務員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作

12月10日 01190-11230981 支援員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧 普通自動車運転免許（AT限定可） （保育士あれば尚可）　(介護福祉士あれば尚可）

12月6日 38010-40481781 精密機械加工技術者 一般 ¥163,000 ～ ¥180,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

12月6日 01190-11320481 倉庫作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,050 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

12月6日 01240-24829281
食肉加工員又は技肉除
骨作業員

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下 安平町 不問 不問

12月6日 01190-11295381 事務員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） パソコン操作

12月3日 01190-10787581 工場構内作業 一般 ¥144,038 ～ ¥144,038 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

12月3日 01190-10771781 営業職 一般 ¥157,000 ～ ¥201,700 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問
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12月3日 01190-10825581 軽作業員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

12月3日 01190-10816581 一般事務 パート ¥850 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 事務経験

12月3日 01190-10804081 介護職員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

11月29日 01190-10787581 工場構内作業 一般 ¥144,038 ～ ¥144,038 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

11月29日 01190-10771781 営業職 一般 ¥157,000 ～ ¥201,700 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

11月29日 01240-24422981 ルートセールス営業員 一般 ¥212,100 ～ ¥287,940 40歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

11月29日 01190-10731181 事務職 一般 ¥179,200 ～ ¥266,900 34歳以下 安平町 普通自動車免許（AT限定可） 不問

11月29日 01190-10804081 介護職員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

11月26日 01240-24422981 ルートセールス営業員 一般 ¥212,100 ～ ¥287,940 40歳以下 苫小牧 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

11月26日 01190-10735981 倉庫内作業員 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 40歳以下 苫小牧
普通自動車免許（通勤用）
フォークリフト技能者あれば尚可

不問

11月26日 01190-10731181 事務職 一般 ¥179,200 ～ ¥266,900 34歳以下 安平町 普通自動車免許（AT限定可） 不問

11月26日 01190-10721881 事務員 一般 ¥186,580 ～ ¥278,800 59歳以下 白老町 普通自動車免許（AT限定可） 総務事務経験者

11月26日 01190-10718681 不動産営業 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

11月26日 01190-10706281 総合事務 一般 ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） パソコン基本操作

11月26日 01190-10655381 ハウスクリーニングスタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

11月26日 01190-10634781 医療事務補助 パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
医療事務資格あれば尚可

不問

11月26日 01190-10586581 歯科助手及び受付事務 パート ¥880 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

11月22日 01190-10713881 リフト作業員 一般 ¥160,400 ～ ¥160,400 不問 苫小牧
普通自動車免許（通勤用）
フォークリフトあれば尚可

不問

11月22日 01190-10684481 保険営業員 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 不問 苫小牧 普通自動車免許（AT限定可） パソコン入力

11月22日 01190-10683581 保険事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥210,000 不問 苫小牧 普通自動車免許（AT限定可） 不問

11月22日 01190-10675581 介護士 一般 ¥148,000 ～ ¥232,000 59歳以下 白老町
介護職員初任者研修又は
ヘルパー2級

不問

11月22日 13010-46075582 営業 一般 ¥165,010 ～ ¥284,900 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） 不問
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11月22日 01190-10706281 総合事務 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） パソコン基本操作

11月22日 01190-10655381 ハウスクリーニングスタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

11月22日 01190-10634781 医療事務補助 パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
医療事務資格あれば尚可

不問

11月22日 01190-10586581 歯科助手及び受付事務 パート ¥880 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

11月19日 01190-10656681
ハウスクリーニングスタッフ
及び営業スタッフ

一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧 普通自動車免許 不問

11月19日 01190-10644281 医療事務 一般 ¥155,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧 不問 医療事務経験

11月19日 01190-10627881 フィットネス施設接客スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧 不問 不問

11月19日 01190-10611281 歯科助手及び受付事務 一般 ¥148,000 ～ ¥160,000 不問 苫小牧 不問 不問

11月19日 01190-10602881 集配員及び軽作業員 一般 ¥117,600 ～ ¥126,000
60歳～64
歳

苫小牧 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

11月19日 01190-10655381 ハウスクリーニングスタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧 不問 不問

11月19日 01190-10634781 一般事務 パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧
普通自動車免許（AT限定可）
医療事務資格あれば尚可

不問

11月19日 01010-44781281 一般事務 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

11月19日 01190-10605081 調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧 不問 不問

11月19日 01190-10586581 歯科助手及び受付事務 パート ¥880 ～ ¥950 不問 苫小牧 不問 不問

11月15日 01190-10633481 一般事務員 一般 ¥158,300 ～ ¥175,600 不問 苫小牧 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務資格あれば尚可

11月15日 01190-10627881 フィットネス施設接客スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧 不問 不問

11月15日 01190-10612181 歯科助手及び受付事務 一般 ¥136,000 ～ ¥136,000 不問 苫小牧 不問 パソコン操作経験

11月15日 01190-10602881 集配員及び軽作業員 一般 ¥117,600 ～ ¥126,000
60歳～
64歳

苫小牧 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

11月15日 01190-10569981 病棟クラーク 一般 ¥140,500 ～ ¥184,800 59歳以下 苫小牧 不問 パソコン操作経験

11月15日 01190-10634781 一般事務員 一般 ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務資格あれば尚可

11月15日 01010-44781281 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務資格あれば尚可

11月15日 01190-10605081 調理員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧 不問 不問
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11月15日 01190-10586581 歯科助手及び受付事務 パート ¥880 ～ ¥980 不問 苫小牧 不問 不問

11月15日 01190-10568681 学校給食用米飯作業員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧 不問 不問

11月13日 01190-10588781 配送及び営業事務 一般 ¥177,130 ～ ¥201,570 30歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

11月13日 01190-10571881 総務及び経理スタッフ 一般 ¥172,600 ～ ¥256,600 59歳以下 苫小牧市
簿記3級以上
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

経理事務経験

11月13日 01190-10569981 病棟クラーク 一般 ¥140,500 ～ ¥184,800 59歳以下 苫小牧市 不問 パソコン操作

11月13日 01190-10560581 歯科助手 一般 ¥140,000 ～ ¥155,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験1年以上

11月13日 01190-10556281 歯科助手 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月13日 01190-10545481
明治の宅配専用人気商品の
宅配

一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

11月13日 04010-75521981 損害担当事務 一般 ¥184,175 ～ ¥184,175 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 基本的なOA操作

11月13日 01190-10586581 歯科助手及び受付事務 パート ¥880 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

11月13日 01190-10568681 学校給食用米飯作業員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月13日 01190-10549181 歯科助手 パート ¥880 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験1年以上

11月13日 01190-10452181 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月13日 01190-10425781 事務員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン基本操作

11月13日 01190-10423581 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月9日 04010-75521981 損害担当事務 一般 ¥184,175 ～ ¥184,175 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 基本的なOA操作

11月9日 01190-10531281 事務員（医事課) 一般 ¥179,704 ～ ¥254,517 59歳以下 苫小牧市 不問 経験年数5年以上(10年以上尚可)

11月9日 01190-10453081 医療事務 一般 ¥135,000 ～ ¥232,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月9日 01190-10452181 医療事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月9日 01190-10425781 事務員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） バソコン基本操作

11月5日 01190-10437081 営業事務 一般 ¥117,600 ～ ¥126,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） パソコン操作(エクセル・ワード)

11月5日 01190-10432481 医療事務及び診療補助 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 苫小牧市 不問 不問
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11月5日 01190-10422981 サービス提供責任者 一般 ¥192,000 ～ ¥192,000 65歳以下 苫小牧市 介護福祉士
普通自動車免許(福祉
有償運送講習修了者
であれば尚可)

不問

11月5日 01190-10420381 引取納車業務員 一般 ¥180,000 ～ ¥190,000 44歳以下 苫小牧市 準中型自動車運転免許 不問

11月5日 01190-10425781 事務員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン基本操作

11月5日 01190-10369581 選別作業員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 不問 不問

11月5日 01190-10367681 工場作業員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 白老町 不問 不問

11月5日 01190-10237981 受付及び歯科助手B パート ¥850 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

11月1日 01190-9903781 営業職員 一般 ¥206,000 ～ ¥385,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作

11月1日 01232-2549381 営業 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 35歳以下 厚真町 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

11月1日 01190-9868081 事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥230,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） パソコン操作経験・事務経験

11月1日 01190-9854581 製造作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

11月1日 01190-9840881 児童支援員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 苫小牧市
介護福祉士・保育士のいずれか（経験ある方は
福祉資格不問）、普通自動車免許 不問

11月1日 01190-9877381 事務補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

11月1日 01190-9861981 医療事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験

11月1日 01190-9855481 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 一般事務経験

11月1日 08031-2349081 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

10月29日 01010-41960381 営業 一般 ¥184,000 ～ ¥191,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 簡単なパソコン入力可能な方

10月29日 01010-41877281 医事業務（ブロック受付事務) 一般 ¥131,040 ～ ¥142,740 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月29日 08031-2349081 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル)

10月29日 01190-9700781 医療事務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

10月25日 01190-9789381 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月25日 01190-9779181 営業及び配送スタッフ 一般 ¥170,500 ～ ¥184,500 30歳以下 苫小牧市 中型自動車免許（8t限定可） 不問

10月25日 01190-9778281 一般事務員 一般 ¥153,000 ～ ¥161,000 不問 厚真町 普通自動車免許（AT限定可） パソコン基本操作
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10月25日 01190-9771381 賃貸営業員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

10月25日 01190-9767581 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月25日 01190-9762181 一般事務員 一般 ¥155,500 ～ ¥300,000 40歳以下 厚真町 普通自動車運転免許 民間企業等の事務実務経験2年以上

10月25日 01190-9756381 受付歯科助手 一般 ¥161,000 ～ ¥186,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月25日 01190-9749681 受付及び事務 一般 ¥158,457 ～ ¥190,795 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

10月25日 08031-2349081 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

10月25日 01190-9700781 医療事務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

10月25日 01190-9676381 製本部員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月25日 01190-9655781 一般事務 パート ¥850 ～ ¥1,050 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月22日 01190-9762181 一般事務職 一般 ¥155,500 ～ ¥300,000 40歳以下 厚真町 普通自動車運転免許 民間企業等の事務実務経験2年以上

10月22日 01190-9756381 受付歯科助手 一般 ¥161,000 ～ ¥186,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月22日 01190-9749681 受付・事務 一般 ¥158,457 ～ ¥190,795 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験

10月22日 01190-9716581 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥185,000 30歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月22日 01190-9714681 受付・医療事務 一般 ¥155,000 ～ ¥195,000 不問 苫小牧市 不問
医療事務経験、保険請求総括・労災等処理経
験

10月22日 08031-2349081 一般事務及び補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

10月22日 01190-9700781 医療事務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

10月22日 01190-9676381 製本部員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月22日 01190-9655781 一般事務 パート ¥850 ～ ¥1,050 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月22日 01190-9653581 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 事務経験

10月18日 01190-9716581 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥185,000 30歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01190-9714681 受付・医療事務 一般 ¥155,000 ～ ¥195,000 不問 苫小牧市 不問
医療事務経験、保険請求総括・労災等処理経
験

10月18日 01190-9683081 営業員 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 白老町 普通自動車免許（AT限定可） 不問
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10月18日 01190-9682181 営業員 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01190-9679581 印刷オペレーター 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 不問 印刷機のオペレーター経験3年以上

10月18日 01190-9677681 製本部員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月18日 08031-2349081 一般事務・補助業務 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作（ワード・エクセル）

10月18日 01190-9700781 医療事務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01190-9676381 製本部員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01190-9673281 調理補助 パート ¥860 ～ ¥860 不問 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01190-9655781 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥1,050 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01190-9653581 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 事務経験者

10月15日 01190-9647781 一般事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月15日 01190-9641081 リサイクル処理スタッフ 一般 ¥174,000 ～ ¥270,000 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月15日 13010-27320582 検査技術員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 30歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月15日 01230-20822381 技術職 一般 ¥180,000 ～ ¥291,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月15日 01230-20821081 営業職 一般 ¥180,000 ～ ¥291,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月15日 01190-9627981 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 一般事務経験

10月15日 01010-39709981 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作可能な方

10月15日 01190-9539381 経理事務代行補助業務 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月15日 01190-9530681 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 不問 不問

10月11日 01190-9577781 医療事務員 一般 ¥140,500 ～ ¥179,000 59歳以下 苫小牧市 不問 事務経験者(医療事務経験あれば尚可)

10月11日 01190-9536281 介護福祉士 一般 ¥156,700 ～ ¥156,700 59歳以下 苫小牧市 介護福祉士 不問

10月11日 01190-9539381 経理事務代行補助業務 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月11日 01190-9530681 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 不問 不問
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10月9日 01190-9525481 事務及び経理 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 建設経理資格あれば尚可

10月9日 01190-9511281 一般事務員 一般 ¥172,000 ～ ¥182,000 不問 苫小牧市 不問 事務経験あれば尚可

10月9日 01190-9502881 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 事務経験

10月9日 01190-9503281 水産加工員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 白老町 不問 不問

10月9日 01190-9470781 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 一般事務経験

10月9日 34050-22675881 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 パソコン入力

10月9日 01190-9448281 食肉加工員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

10月4日 01190-9474081 事務及び業務全般 一般 ¥135,600 ～ ¥425,900 不問 むかわ町 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

10月4日 01190-9469981 歯科助手 一般 ¥148,000 ～ ¥188,000 不問 厚真町 不問 不問

10月4日 01190-9483381 一般事務 パート ¥850 ～ ¥950 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月4日 01190-9470781 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 一般事務経験

10月4日 34050-22675881 一般事務 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 パソコン入力

10月1日 01190-8800681 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥168,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月1日 01190-8769881
施設管理責任者及び介護職
員

一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 苫小牧市 社会福祉士、介護福祉士のいずれか
普通自動車免許(AT限
定可)

不問

10月1日 01190-8703281 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

10月1日 01190-8719781 医療事務 パート ¥835 ～ ¥850 不問 厚真町 不問 不問

9月28日 01190-8742781
配合飼料の製造オペレー
ター

一般 ¥148,000 ～ ¥177,000 18歳以上 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作

9月28日 01190-8706381 一般事務員 一般 ¥172,300 ～ ¥216,200 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作

9月28日 01190-8718481 医療業務 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 厚真町 不問 不問

9月28日 01190-8703281 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-8719781 医療事務 パート ¥835 ～ ¥850 不問 厚真町 不問 不問

9月25日 01190-8706381 一般事務員 一般 ¥172,300 ～ ¥216,200 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作
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9月25日 01190-8684681 医療事務員 一般 ¥143,000 ～ ¥243,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務経験

9月25日 01190-8703281 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

9月25日 01010-36497981 一般事務 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

9月25日 01190-8639781 児童支援員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 苫小牧市
普通自動車免許
ホームヘルパ2級又は介護職員初任者研修者

不問

9月20日 01190-8665181 一般事務員 一般 ¥153,000 ～ ¥197,000 39歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

9月20日 01190-8664281 営業スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥270,000 40歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

9月20日 01190-8649181 医療事務 一般 ¥146,000 ～ ¥190,000 59歳以下 白老町 不問 不問

9月20日 01190-8645481 介護士 一般 ¥153,000 ～ ¥153,000 不問 白老町
普通自動車免許（AT限定可）
ホームヘルパ1～2級又は
介護福祉士

不問

9月20日 01190-8640081 フェンス工事作業員 一般 ¥168,000 ～ ¥360,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月20日 01190-8620481 事務員 一般 ¥148,180 ～ ¥213,620 40歳以下 白老町 不問 不問

9月20日 01190-8619681 事務員（経験者） 一般 ¥148,180 ～ ¥274,200 不問 白老町 不問 総務事務経験・庶務経験

9月20日 01010-36497981 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

9月20日 01190-8621781 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作

9月18日 001190-8620481 事務員 一般 ¥148,180 ～ ¥213,620 40歳以下 白老町 不問 不問

9月18日 01240-19500881 車載機器取付作業 一般 ¥174,000 ～ ¥200,100 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月18日 01190-8585181 事務職員 一般 ¥147,200 ～ ¥194,350
18歳～
59歳

苫小牧市 不問 パソコン操作

9月18日 01190-8580581 歯科助手 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月18日 01190-8574781 経理事務員及び作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥238,200 44歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

9月18日 01190-8572581 不動産営業 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

9月14日 01190-8585181 事務職員 一般 ¥147,200 ～ ¥194,350
18歳～
59歳

苫小牧市 不問 パソコン操作 4

9月14日 01190-8580581 歯科助手 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-8574781 経理事務員及び作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥238,200 44歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問
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9月14日 01100-5980881 商品管理・配達業務員 一般 ¥148,000 ～ ¥160,000 39歳以下 苫小牧市
普通自動車免許
（AT限定不可・業務に使用）

不問

9月14日 01010-35718381 医療業務 一般 ¥124,640 ～ ¥136,040 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-8567881 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-8544181 一般事務 パート ¥810 ～ ¥850 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 事務経験・パソコン操作

9月14日 01190-8521681 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作

9月14日 01190-8490681 生活支援員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

9月11日 01190-8546381 総合職事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

9月11日 01190-8534881 一般事務員 一般 ¥129,600 ～ ¥129,600 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン基本操作

9月11日 01190-8526881 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

9月11日 01190-8544181 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥850 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 事務経験・パソコン操作

9月11日 01190-8522981 経理事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
簿記2級あれば尚可

不問

9月11日 01190-8521681 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン基本操作

9月11日 01240-18455081
食肉加工員又は技肉除
骨作業員

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月11日 01190-8490681 生活支援員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

9月3日 01190-8276881 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

8月30日 01190-7851981 受付事務 一般 ¥140,250 ～ ¥160,000 59歳以下 白老町 普通自動車免許 事務経験又は営業経験

8月30日 01190-7825081 学習塾講師 一般 ¥185,000 ～ ¥260,000 44歳以下 平取町 普通自動車免許 不問

8月30日 01190-7852581 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 一般事務経験

8月30日 01190-7849181 受付事務 パート ¥810 ～ ¥810 59歳以下 白老町 普通自動車免許 事務経験又は営業経験

8月30日 01190-7818381 清掃作業員 パート ¥815 ～ ¥815 不問 苫小牧市 不問 不問

8月27日 01190-7851981 受付事務 一般 ¥140,250 ～ ¥160,000 59歳以下 白老町 普通自動車免許 事務経験又は営業経験

8月27日 01190-7825081 学習塾講師 一般 ¥185,000 ～ ¥260,000 44歳以下 平取町 普通自動車免許（通勤用） 不問
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8月27日 01190-7795381 事務職 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

8月27日 01230-17067081
機械部品組立・検査補助業
務

一般 ¥152,000 ～ ¥180,560 不問 苫小牧市 不問 不問

8月27日 01190-7849181 受付事務 パート ¥810 ～ ¥810 59歳以下 白老町 普通自動車免許 事務経験又は営業経験

8月27日 01190-7764581 配達及び営業 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

8月27日 01190-7762681 事務員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン基本操作

8月27日 01190-7751281 療育指導員補助 パート ¥810 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

8月23日 01190-7795381 事務職 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

8月23日 01190-7786081 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥190,000 不問 苫小牧市 医療事務資格 医療事務経験者

8月23日 01190-7757581 ルート配送スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥225,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） パソコン操作

8月23日 01190-7764581 配達及び営業 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

8月23日 01190-7762681 事務員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン基本操作

8月23日 01190-7751281 療育指導員補助 パート ¥810 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

8月23日 01190-7724481 調理員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

8月17日 01190-7733781 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 事務経験

8月17日 01190-7730981 一般事務員 一般 ¥144,000 ～ ¥150,000 40歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

8月17日 01190-7703381 調剤助手 一般 ¥143,000 ～ ¥160,000 不問 白老町 不問 不問

8月17日 01190-7699381 営業職員 一般 ¥204,589 ～ ¥287,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

8月17日 01190-7695881 フロント事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥256,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

8月17日 01190-7724481 調理員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

8月17日 01190-7689181 一般経理事務員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 経理事務経験

8月17日 01010-31799681 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

8月13日 01190-7703381 調剤補助 一般 ¥143,000 ～ ¥160,000 不問 白老町 不問 不問
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8月13日 01190-7699381 営業職員 一般 ¥204,589 ～ ¥287,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

8月13日 01190-7695881 フロント事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥256,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

8月13日 01190-7688281 一般経理事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥350,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 経理事務経験

8月13日 01190-7706581 自動車電装品整備員 パート ¥1,200 ～ ¥1,300 不問 苫小牧市 不問 不問

8月13日 01190-7689181 一般経理事務員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 経理事務経験

8月13日 01010-31799681 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務経験あれば尚可

8月13日 01010-31462881 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥850 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 事務業務経験、パソコン操作経験

8月9日 01190-7661781 通所リハビリ介護員 一般 ¥126,900 ～ ¥141,900 59歳以下 苫小牧市 介護福祉士 不問

8月9日 01010-31216781 倉庫内作業員 一般 ¥155,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

8月9日 13040-93156581 営業職 一般 ¥220,000 ～ ¥320,000 59歳以下 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定不可）中型免許保有者歓
迎

不問

8月9日 13040-93139981 技術職・整備職 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可）中型免許 不問

8月9日 13030-16166381 事務職 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 簿記3級以上 簡単なパソコン操作

8月9日 01190-7426281 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許 事務業務経験、パソコン操作経験

8月9日 01190-7261981 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥830 不問 苫小牧市 普通自動車免許 パソコン操作

8月9日 01190-7212981 選別作業員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 苫小牧市 不問 不問

8月6日 01232-1835181 フィットネス施設接客スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 不問

8月6日 01190-7604281 マネージャー 一般 ¥172,000 ～ ¥240,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

8月6日 01190-7595681 デンタルフロアマネージャー 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 苫小牧市 不問 不問

8月6日 01190-7569081 保健営業員 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン入力

8月6日 01190-7426281 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許 事務業務経験、パソコン操作経験

8月6日 01190-7212981 選別作業員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 苫小牧市 不問 不問

8月6日 01190-7208881 工場作業員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 白老町 不問 不問
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8月6日 01190-7203681 生活支援員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
介護福祉士又は介護職員初任者研修者

不問

8月2日 14010-43202081
石油精製・石油化学プラント
の
定期修理

一般 ¥178,000 ～ ¥440,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

8月2日 01240-15936581 調剤事務・調剤助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務経験者優遇

8月2日 01190-7426281 一般事務 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許 事務業務経験、パソコン操作経験

8月2日 01190-7261981 一般事務 パート ¥810 ～ ¥830 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作

8月2日 01190-7212981 選別作業員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 苫小牧市 不問 不問

8月2日 01190-7208881 工場作業員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 白老町 不問 不問

8月2日 01190-7203681 生活支援員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
介護福祉士又は介護職員初任者研修者

不問

7月31日 01190-6942681 営業補助 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

7月31日 01190-6941381 医療事務及び看護助手 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験

7月31日 28040-11993581
明治の宅配専用人気商品の
宅配

一般 ¥202,000 ～ ¥202,000 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

7月31日 01190-6918381 介護職員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

7月31日 01190-6848981 ハウスクリーニングスタッフ パート ¥980 ～ ¥980 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

7月31日 01190-6807481 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作

7月26日 28040-11993581 商品の宅配 一般 ¥202,000 ～ ¥202,000 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

7月26日 01190-6897981 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

7月26日 01190-6865481 一般事務員 一般 ¥158,000 ～ ¥175,000 30歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

7月26日 01190-6847681 ハウスクリーニングスタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥205,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

7月26日 01190-6918381 介護職員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

7月26日 28040-11989281 事務員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 苫小牧市 不問 不問

7月26日 01190-6848981 ハウスクリーニングスタッフ パート ¥980 ～ ¥980 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

7月26日 01190-6807481 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作
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7月23日 01190-6847681 ハウスクリーニングスタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥205,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

7月23日 01190-6813681 一般事務・配車事務 一般 ¥145,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

7月23日 13040-85656681 事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 30歳以下 苫小牧市 不問 不問

7月23日 01230-14914581 販売員・営業配達員 一般 ¥175,000 ～ ¥270,000 40歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

7月23日 01190-6848981 ハウスクリーニングスタッフ パート ¥980 ～ ¥980 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

7月23日 01190-6807481 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作

7月23日 01190-6753781 製造員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

7月23日 01071-776081 調理員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

7月17日 01230-14564881 技術職 一般 ¥180,000 ～ ¥291,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

7月17日 01190-6681781 経理事務・一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

7月17日 01190-6680481 学校給食用米飯作業員 パート ¥820 ～ ¥820 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

7月17日 01190-6664481 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 簿記経験

7月17日 01190-6600081 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

7月17日 01230-14726181 事務職員 一般 ¥144,000 ～ ¥179,800 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

7月17日 01190-6743581 清掃マネージャーＢ 一般 ¥172,000 ～ ¥230,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

7月17日 01190-6753781 製造員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

7月10日 01230-14235281 ルート営業 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

7月10日 01190-6617181 リサイクル処理スタッフ 一般 ¥174,000 ～ ¥270,000 不問 苫小牧市 不問 不問

7月10日 01090-6607581 一般事務員 一般 ¥161,000 ～ ¥170,000 ６４歳以下 白老町 不問 不問

7月10日 01190-6588381 製本部員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

7月10日 01190-6618081 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

7月10日 01190-6592881 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問
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7月10日 01190-6536081 事務補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

7月10日 01190-6511381 医療事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市ｖ 不問 パソコン操作

7月3日 01010-25360281 文化伝承・体験交流党職員 一般 ¥147,100 ～ ¥168,600 不問 白老町 不問
アイヌ文化の担い手となる事に
意欲のある者

7月3日 01190-5888981 営業事務員 一般 ¥154,000 ～ ¥184,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

7月3日 01190-5876181 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥184,800 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

7月3日 01190-5859281 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

7月3日 01190-5922081 入浴介助員 パート ¥1,000 ～ ¥1,150 不問 苫小牧市 不問 不問

7月3日 01190-5832281 生活支援員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

6月28日 01190-5859281 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

6月28日 01190-5831881 一般事務員 一般 ¥168,000 ～ ¥216,200 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作

6月28日 01100-4169881 機器販売営業 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可・業務用） 不問

6月28日 01190-5813481 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥185,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務経験者

6月28日 01190-5832281 生活支援員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

6月28日 01190-5779081 清掃員 パート ¥820 ～ ¥820 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

6月25日 01190-5813481 医療事務 一般 ¥150,000 ～ ¥185,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 医療事務経験者

6月25日 01190-5803981 一般事務員 一般 ¥154,000 ～ ¥185,000 35歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

6月25日 01190-5729381 一般事務補助 パート ¥810 ～ ¥850 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 事務経験・パソコン操作

6月25日 01190-5688881 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

6月21日 01190-5743181 事務職員 一般 ¥250,000 ～ ¥350,000 ４４歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

6月21日 01010-23856881
医療事務
(外来クラーク）

一般 ¥124,640 ～ ¥136,040 ５９歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月21日 01010-23855781
医療事務
(ブロック受付業務）

一般 ¥127,920 ～ ¥138,840 ５９歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月21日 01190-5779081 清掃員 パート ¥820 ～ ¥820 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問
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6月21日 01190-5729381 一般事務補助 パート ¥810 ～ ¥850 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

6月21日 01190-5688881 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

6月18日 01190-5743181 事務職員 一般 ¥250,000 ～ ¥350,000 ４４歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

6月18日 01010-23856881
医療事務
(外来クラーク）

一般 ¥124,640 ～ ¥136,040 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月18日 01010-23855781
医療事務
(ブロック受付業務）

一般 ¥127,920 ～ ¥138,840 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月18日 01190-5703081 介護士（デイケア） 一般 ¥153,000 ～ ¥153,000 不問 白老町
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級又は介護職員
初任者研修、普通自動車免許

不問

6月18日 01190-5729381 一般事務補助 パート ¥810 ～ ¥850 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 事務経験、パソコン操作

6月18日 01190-5714581 入力スタッフ パート ¥810 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作

6月18日 01190-5688881 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

6月11日 01190-5627581 営業補佐員 一般 ¥170,000 ～ ¥270,000 ４４歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

6月11日 01190-5617681 リサイクル処理スタッフ 一般 ¥174,000 ～ ¥290,000 不問 苫小牧市 不問 不問

6月11日 01240-12722381
食肉加工員又は技肉除
骨作業員

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下 安平町 不問 不問

6月11日 01190-5607081 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 白老町 普通自動車免許（AT限定可） 複式簿記経験

6月11日 01190-5583181 受注受付事務補助 パート ¥850 ～ ¥850 普通自動車免許 パソコン操作

6月7日 01190-5564781 指導員 パート ¥850 ～ ¥900 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
（保育士資格あれば尚可） 不問

6月7日 01190-5510381 事務職員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作

6月7日 01190-5561981 部品配達員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

6月7日 01190-5538981 倉庫作業員 一般 ¥160,050 ～ ¥160,050 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

6月7日 01190-5534181 経理事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥193,000 59歳以下 苫小牧市
日商簿記3級以上
普通自動車運転免許
（AT限定可）

不問

6月5日 01190-5532881 一般事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥193,000 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

6月5日 01190-5520981 歯科助手 一般 ¥145,000 ～ ¥178,000 ３０歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月5日 01190-5510381 事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験
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6月5日 01190-5370481 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 日商簿記3級以上あれば尚可

6月5日 01190-5365281 支援員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 保育士、介護福祉士あれば尚可

6月5日 01190-5508881 清掃員 パート ¥850 ～ ¥1,000 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

6月5日 01190-5317381 医療事務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

5月31日 01190-4930581 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥184,800 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月31日 01190-4910081 配車・運行管理事務 一般 ¥183,000 ～ ¥213,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

5月31日 01190-4869481 事務員 一般 ¥179,520 ～ ¥179,520 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月31日 01190-4873381 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

5月30日 01190-4930581 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥184,800 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月30日 01190-4908481 一般事務員 一般 ¥116,200 ～ ¥119,000 不問 苫小牧市 不問 不問

5月30日 01190-4892981 一般事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 44歳以下 白老郡白老町 普通自動車免許 不問

5月30日 01190-4874681 経理総務スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥240,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 日商簿記3級以上あれば尚可

5月30日 01190-4869481 事務員 一般 ¥179,520 ～ ¥179,520 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月30日 01190-4873381 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

5月30日 01190-4731781 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許 事務業務経験・パソコン操作経験

5月25日 01190-4878781 介護福祉士 一般 ¥164,200 ～ ¥164,200 59歳以下 苫小牧市 介護福祉士

5月25日 01190-4869481 事務員 一般 ¥179,520 ～ ¥179,520 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月25日 01190-4873381 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

5月25日 01190-4731781 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許 事務業務経験・パソコン操作経験

5月25日 13030-10412281 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 簿記3級以上 簡単なパソコン操作

5月21日 01190-4673981 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

5月21日 01190-4702381 レストランスタッフ パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問
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5月21日 01190-4731781 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許 事務業務経験・パソコン操作経験

5月21日 01190-4745681 賃貸営業員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

5月21日 01240-10622081 調剤事務・調剤助手 一般 ¥139,320 ～ ¥139,320 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

5月21日 01190-4766281 工場構内作業員 一般 ¥139,725 ～ ¥139,725 不問 苫小牧市 普通自動車免許(通勤用） 不問

5月17日 01190-4673981 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

5月17日 01190-4702381 レストランスタッフ パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

5月17日 01190-4731781 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許 事務業務経験・パソコン操作経験

5月17日 01190-4752681 介護支援専門員 一般 ¥225,000 ～ ¥235,500 65歳以下 苫小牧市 介護支援専門員 不問

5月17日 01190-4745681 賃貸営業員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

5月15日 01190-4677881 配達員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

5月15日 01190-4702381 レストランスタッフ パート ¥880 ～ ¥880 不問 苫小牧市 不問 不問

5月15日 01190-4692781 介護支援専門員 一般 ¥225,000 ～ ¥235,500 65歳以下 苫小牧市 介護支援専門員 不問

5月15日 01030-7469381 一般事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥160,000 40歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

5月15日 01190-4708881 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験

5月10日 01190-4667581 ルート配送スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥225,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） パソコン操作

5月10日 01190-4673981 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

5月10日 01190-4570481 事務員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問
パソコン操作経験
(労務関係書類の経験あれば尚可）

5月7日 01240-9339781 事務スタッフ 一般 ¥132,800 ～ ¥132,800 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月7日 01190-4594581 生活支援員 一般 ¥153,180 ～ ¥207,000 不問 白老郡白老町 不問 不問

5月7日 01190-1700 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

5月7日 01190-4570481 事務員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問
パソコン操作経験
(労務関係書類の経験あれば尚可）

5月7日 01190-4497081 一般事務 パート ¥810 ～ ¥830 不問 苫小牧市 不問 不問
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5月2日 01190-4036681 医療事務員 一般 ¥150,100 ～ ¥246,200 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月2日 38010-14732281 品質管理（測定） パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

5月2日 01250-2488181 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 千歳市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

5月2日 01190-3951381 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許(通勤用） 不問

4月26日 01090-4022581 医療事務員 一般 ¥161,000 ～ ¥170,000 ６４歳以下 白老町 不問 不問

4月26日 01090-4008481 酪農肥料販売営業スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥230,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

4月26日 01190-3931781 保険事務 一般 ¥128,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許 パソコン操作経験

4月26日 01090-3999981 事務・軽作業 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 ４０歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

4月26日 01190-3951381 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許(通勤用） 不問

4月26日 01190-3910381 生活支援員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3873981 HTMLコーダー パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3797881 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥184,800 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01010-15717581 倉庫内作業員 一般 ¥155,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3718681 内勤事務全般 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） ﾊﾟｿｺﾝ操作（基本操作）

4月26日 01190-3915781 一般事務 一般 ¥149,600 ～ ¥167,200 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

4月26日 01190-3882581 医療事務・診療補助 一般 ¥140,000 ～ ¥151,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3796781 事務・サロン業務 一般 ¥134,460 ～ ¥134,460 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 22020-11483881 販売 一般 ¥172,000 ～ ¥236,500 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3864381 歯科衛生士 一般 ¥197,000 ～ ¥197,000 不問 苫小牧市 歯科衛生士 不問

4月26日 01190-3859581 生活支援員 一般 ¥149,600 ～ ¥169,600 不問 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
介護福祉士、保育士、
社会福祉主事あれば尚可）

介護経験

4月26日 01190-3851781 介護支援専門員 一般 ¥233,333 ～ ¥266,666 ５９歳以下 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
介護支援専門員

不問

4月26日 01090-3850481 レジ及び検品・品出しスタッフ 一般 ¥160,160 ～ ¥160,160 １８歳以上 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問
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4月26日 01190-3847081 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥300,000 ５９歳以下 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
（簿記３級以上あれば尚可）

不問

4月26日 01190-3831681 販売スタッフ 一般 ¥136,220 ～ ¥136,220 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3816581 警備員 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 １８歳以上 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3806681 事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥175,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

4月26日 01190-3797881 介護職員 一般 ¥151,200 ～ ¥184,800 ５９歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01010-1571581 倉庫内作業員 一般 ¥155,000 ～ ¥190,000 ５９歳以下 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3781281 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3755781
一般事務及び
ショールームスタッフ

一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

4月26日 01190-3736581 倉庫内作業員ｽﾀｯﾌ 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 １８歳以上 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01190-3719981 普通作業員及び塗装工 一般 ¥168,000 ～ ¥231,000 不問 苫小牧市 不問 不問

4月26日 01230-7900581 工場内作業員 一般 ¥182,160 ～ ¥186,300 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

4月26日 01190-3666581 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用）
パソコン操作経験
（事務経験あれば尚可）

4月26日 01190-3658581 製本部員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（通勤用） 不問

3月22日 01190-2601181 事務員（4ヵ月以上） 一般 ¥154,400 ～ ¥154,400 不問 苫小牧市 不問 ﾊﾟｿｺﾝ操作経験

3月22日 01190-1933781
（派）経理及び総務事務
（4ヵ月未満）

一般 ¥175,150 ～ ¥186,000 不問 苫小牧市 不問 事務経験

3月22日 01190-1929081 （派）一般事務（4ヵ月未満） 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 苫小牧市 不問 不問

3月22日 01010-8016881 調理補助（4ヵ月以上） パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

3月22日 01190-1941781 薬剤部助手（4ヵ月以上） パート ¥910 ～ ¥910 不問 苫小牧市 不問 エクセルの表計算のスキル

3月15日 01190-1949581
一般経理事務
（4ヵ月以上）

一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 経理事務経験

3月15日 01190-1934881 一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 苫小牧市 不問 業務でのﾊﾟｿｺﾝ操作経験
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