
提供：ハローワーク苫小牧
　　　　（マザーズコーナー）

平成30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

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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）
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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

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
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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

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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