
提供：ハローワーク浦河 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 ～ 給与2 年齢 就業場所 資　格 列1 経　験 列2

10月17日 01160-1254881 訪問介護員 一般 ¥144,000 ～ ¥174,000 18歳以上 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

10月17日 01160-1251581 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥190,000
18歳～
30歳

浦河町 普通運転免許一種 不問

10月17日 01160-1153681 畜産部門担当及び事務 一般 ¥136,400 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1171581 レストラン係 パート ¥880 ～ ¥880 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1175281 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥910 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1186381 調理スタッフ 一般 ¥152,458 ～ ¥152,458 不問 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-1191281 販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-1192181 販売員 パート ¥840 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-1197581 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1220281 ホール係・調理補助 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-1221181 警備員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-1229881 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1232381 牧場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥295,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

10月17日 01160-1237781 販売員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-1142081 調剤業務補助員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1033881 調剤受付事務 一般 ¥148,720 ～ ¥154,880 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1034281 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-1036081 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 45歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1057481 ホールスタッフ 一般 ¥222,500 ～ ¥242,500 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1065581
いちごの収穫作業及び生育
管理作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1075781 酪農ヘルパー 一般 ¥168,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問
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10月17日 01160-1090481 ホール係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-1098981 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

10月17日 01160-1106781 牧場作業員 一般 ¥170,340 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1119381 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町
介護福祉士
介護職員初任者研修
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級

不問

10月17日 01160-1120581 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町
介護福祉士
介護職員初任者研修
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級

不問

10月17日 01160-1134081 ペレット製造工 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1023481 昆布加工員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥153,640 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

10月17日 01160-912081 編集部員（記者職） 一般 ¥145,290 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-926481 店員 一般 ¥137,775 ～ ¥145,290 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-935781 フロント係 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-936881 調理補助員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-949681 水産加工員 一般 ¥136,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

10月17日 01160-960881 ホール係 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000
18歳～
35歳

浦河町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月17日 01160-983481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

10月17日 01190-9685681 営業員 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月17日 01160-1237781 販売員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

10月17日 01160-1142081 調剤業務補助員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01160-1133181 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

10月17日 01161-1635381 税理士補助 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 30歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種
簿記検定（日商3級）

不問

10月17日 01190-9686981 営業員 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月17日 01190-9512181 企業福利厚生プランナー 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 64歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問
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10月17日 01010-15379481 エリア限定正社員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 新ひだか町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月17日 01161-1627381 看護補助員 一般 ¥161,410 ～ ¥194,480
18歳～
59歳

新ひだか町 不問 不問

10月17日 01161-1510081 営業・企画・編集スタッフ 一般 ¥190,600 ～ ¥388,000 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月17日 01161-1505681 介護職員 一般 ¥133,600 ～ ¥133,600
18歳～
64歳

新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月17日 01161-1500881 サービススタッフ 一般 ¥165,000 ～ ¥200,000 35歳以下 新ひだか町 不問 不問

10月17日 01161-1626081 ホールスタッフ パート ¥880 ～ ¥930 18歳以上 新ひだか町 不問 不問

10月10日 01161-1627381 看護補助員 一般 ¥161,410 ～ ¥194,480
18歳～
59歳

新ひだか町 不問 不問

10月10日 01161-1513981 鮮魚販売員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

10月10日 01161-1510081 営業・企画・編集スタッフ 一般 ¥190,600 ～ ¥388,000 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月10日 01161-1505681 介護職員 一般 ¥133,600 ～ ¥133,600
18歳～
64歳

新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月10日 01230-19617381 作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 64歳以下 新冠町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月10日 01161-1483681 一般事務 一般 ¥170,000 ～ ¥185,000 59歳以下 新冠町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月10日 01190-9500481 キッチンスタッフ パート ¥850 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

10月10日 01161-1485581 選別作業員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 新ひだか町 不問 不問

10月10日 01160-1153681 畜産部門担当及び事務 一般 ¥136,400 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1033881 調剤受付事務 一般 ¥148,720 ～ ¥154,880 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1034281 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-1037381 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 45歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1142081 調剤業務補助員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1133181 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-1023481 昆布加工員 パート ¥835 ～ ¥845 不問 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-1170981 牧場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問
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10月10日 01160-1174881 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥910 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1183281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1186381 調理スタッフ 一般 ¥152,458 ～ ¥152,458 不問 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-1192181 販売員 パート ¥840 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-1197581 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1220281 ホール係 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-1142081 調剤業務補助員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1061081 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

10月10日 01160-1065581
いちごの収穫作業員及び
生産管理作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1074481 特別清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 18歳以上 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-1076881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-1097681 弁当製造販売員 パート ¥840 ～ ¥840 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1120581 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町
介護福祉士
介護職員初任者研修
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級

不問

10月10日 01160-1018281 惣菜担当及び販売定員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-1016781 看護助手 一般 ¥97,978 ～ ¥174,088 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-1011381 一般事務員 一般 ¥144,500 ～ ¥170,000 不問 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥153,640 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

10月10日 01160-912081 編集部員(記者職） 一般 ¥145,290 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-925581 ホームヘルパー パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

10月10日 01160-926481 店員 一般 ¥137,775 ～ ¥145,290 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

10月10日 01160-936881 調理補助員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

10月10日 01160-1170981 牧場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問
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10月10日 01161-1605481 牧場作業員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

10月10日 01161-1468581 厩舎清掃員 一般 ¥171,600 ～ ¥171,600 不問 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月4日 01161-1513981 鮮魚販売員 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

10月4日 01161-1508481 運動指導助手 一般 ¥125,000 ～ ¥125,000 不問 新ひだか町 不問 不問

10月4日 01161-1505681 介護職員 一般 ¥133,600 ～ ¥133,600
18歳～
64歳

新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月4日 01161-1501281 ホテル運営スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 64歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月4日 01230-19617381 作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 64歳以下 新冠町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月4日 01161-1497281 調理員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 新ひだか町 不問 不問

10月4日 01161-1485581
選別作業員
（空き缶・ペットボトル） パート ¥880 ～ ¥880 不問 新ひだか町 不問 不問

10月4日 01160-1153681 畜産部門担当及び事務 一般 ¥136,400 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

10月4日 01230-19676381 養豚飼養管理 一般 ¥160,000 ～ ¥230,000 59歳以下 えりも町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

10月4日 01160-1033881 調剤受付事務 一般 ¥148,720 ～ ¥154,880 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

10月4日 01160-1175281 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥910 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

10月4日 01160-1183281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

10月4日 01160-1192181 販売員 パート ¥840 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

10月4日 01160-1197581 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

10月4日 01160-1220281 ホール係 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

10月4日 01160-1142081 調剤業務補助員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

10月4日 01160-1133181 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

10月4日 01160-1033881 調剤受付事務 一般 ¥148,720 ～ ¥154,880 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

10月4日 01160-1036081 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 45歳以下 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

10月4日 01160-1061081 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問
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10月4日 01160-1076881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

10月4日 01160-1098981 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通自動車免許一種 不問

10月4日 01160-1023481 昆布加工員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

10月4日 01160-1018281 惣菜担当及び販売店員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

10月4日 01160-1016781 看護助手 一般 ¥97,978 ～ ¥174,088 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

10月4日 01160-1011381 一般事務員 一般 ¥144,500 ～ ¥170,000 不問 浦河町 不問 不問

10月4日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥153,640 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通自動車免許一種 不問

10月4日 01160-912081 編集部員 一般 ¥145,290 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

10月4日 01160-925581 ホームヘルパー パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

10月4日 01160-936881 調理補助員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

10月4日 01160-1142081 調剤業務補助員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月26日 01230-19617381 作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 64歳以下 新冠町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月26日 01161-1501281 ホテル運営スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 64歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月26日 01161-1503081 店舗運営スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月26日 01161-1482381 医療事務兼薬剤師助手 一般 ¥142,000 ～ ¥142,000 64歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月26日 01161-1483681 一般事務 一般 ¥170,000 ～ ¥185,000 59歳以下 新冠町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月26日 01161-1493581 販売スタッフ パート ¥835 ～ ¥835 不問 新ひだか町 不問 不問

9月26日 01161-1131881 ベットメイク パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 不問 不問

9月26日 01161-1415081 精肉販売店員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 新冠町 不問 不問

9月26日 01090-8613081 医療事務員 パート ¥835 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 普通自動車免許一種 不問

9月26日 01160-1033881 調剤受付事務 一般 ¥148,720 ～ ¥154,880 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月26日 01160-1036081 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 45歳以下 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

6 ページ



提供：ハローワーク浦河 平成30年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

9月26日 01160-1142081 調剤業務補助員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月26日 01160-1133181 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

9月26日 01160-1001281 販売員 パート ¥845 ～ ¥905 不問 浦河町 不問 不問

9月26日 01160-1023481 昆布加工員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

9月26日 01160-1130781 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

9月26日 01160-1142081 調剤業務補助員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月26日 01160-1132281 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

9月26日 01160-1057481 ホールスタッフ 一般 ¥222,500 ～ ¥242,500 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月26日 01160-1061081 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

9月26日 01160-1065581
いちごの収穫作業員及び
生産管理作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月26日 01160-1074481 特別清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月26日 01160-1076881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

9月26日 01160-1098981 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通自動車免許一種 不問

9月26日 01160-1011381 一般事務員 一般 ¥144,500 ～ ¥170,000 不問 浦河町 不問 不問

9月26日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通自動車免許一種 不問

9月26日 01160-925581 ホームヘルパー パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

9月26日 01160-926481 店員 一般 ¥137,775 ～ ¥145,290 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月26日 01160-930381 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月26日 01160-936881 調理補助員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月26日 01160-896781 牧場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月26日 01160-806281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月26日 01160-818681 調理スタッフ 一般 ¥152,458 ～ ¥152,458 不問 浦河町 不問 不問
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9月26日 01160-830281 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月19日 01160-1133181 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

9月19日 01160-1033881 調剤受付事務 一般 ¥148,720 ～ ¥154,880 不問 浦河町 普通自動車免許一種 不問

9月19日 01160-1036081 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 45歳以下 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月19日 01160-1061081
ホームヘルパー
社協業務全般 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町

普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

9月19日 01160-1065581
イチゴの収穫作業及び
生産管理作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月19日 01160-1074481 特別清掃員 パート ¥835 ～ ¥850 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月19日 01160-1076881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

9月19日 01160-1098981 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通自動車免許一種 不問

9月19日 01160-1023481 昆布加工員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

9月19日 01160-1011381 一般事務員 一般 ¥144,500 ～ ¥170,000 不問 浦河町 不問 不問

9月19日 01160-926481 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月19日 01160-930381 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月19日 01160-896781 牧場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月19日 01160-888481
レストラン係
（フロント係兼務） パート ¥880 ～ ¥880 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月19日 01160-830281 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月19日 01160-1482381 医療事務兼薬剤師補助 一般 ¥142,000 ～ ¥142,000 64歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月19日 01161-1334181 介護員 一般 ¥138,000 ～ ¥150,000
18歳～
64歳

新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月19日 01160-1009781 清掃員 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 新ひだか町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月19日 01161-1485581 選別作業員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 新ひだか町 不問 不問

9月19日 01090-8613081 医療事務員 パート ¥810 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 普通自動車免許一種 不問

9月19日 01161-1473381 保育士又は保育補助 パート ¥849 ～ ¥849 不問 新ひだか町 不問 不問
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9月19日 01160-1131881 ベットメイク パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 不問 不問

9月19日 01161-1415081 精肉販売定員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 新冠町 不問 不問

9月19日 01161-1330481
販売員
（ドラッグストア） パート ¥835 ～ ¥835 不問 新ひだか町 不問 不問

9月19日 01160-1135381 一般事務及び営業職 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月19日 01160-1016781 看護助手 一般 ¥97,978 ～ ¥174,088 不問 浦河町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月19日 01160-1011381 一般事務員 一般 ¥144,500 ～ ¥170,000 不問 浦河町 不問 不問

9月19日 01160-1133181 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

9月19日 01160-1023481 昆布加工員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

9月19日 01160-1024781 昆布の袋詰・包装作業 パート ¥810 ～ ¥850 不問 様似町 普通自動車免許ＡＴ 不問

9月19日 01160-1130781 ベットメイク パート ¥900 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

9月19日 01160-1001281 販売員 パート ¥820 ～ ¥880 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-1011381 一般事務員 一般 ¥144,500 ～ ¥170,000 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-1009781 清掃員 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 新ひだか町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月12日 01160-1001281 販売員 パート ¥820 ～ ¥880 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01161-1334181 介護員 一般 ¥138,000 ～ ¥150,000
18歳～
64歳

新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月12日 01161-1321581 クリーニング洗いスタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

9月12日 01161-1295181 寮の賄 パート ¥810 ～ ¥900 不問 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月12日 01010-33073081 小売店販売員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 不問 不問

9月12日 01160-1132281 清掃員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-1033881 調剤受付事務 一般 ¥148,720 ～ ¥154,880 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月12日 01160-1036081 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 45歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月12日 01160-1061081
ホームヘルパー
社協業務全般 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町

普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問
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9月12日 01160-1065581
いちごの収穫作業員及び
生産管理作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月12日 01160-1076881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-1098981 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

9月12日 01160-1106781 牧場作業員 一般 ¥170,340 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月12日 01160-1023481 昆布加工員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-1011381 一般事務員 一般 ¥144,500 ～ ¥170,000 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-992781 店員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

9月12日 01160-912081 編集部員（記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月12日 01160-925581
ホームヘルパー
外出専任 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町

普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

9月12日 01160-926481 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月12日 01160-936881 調理補助員 パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-896781 牧場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-880881 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥910 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月12日 01160-806281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月12日 01160-799681 ホール係及び調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-818681 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-824081 販売員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

9月12日 01160-855781 警備員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-1033881 調剤受付事務 一般 ¥148,720 ～ ¥154,880 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-1034281 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-1036081 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 45歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問
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9月5日 01160-1037381 ナイトフロント 一般 ¥140,000 ～ ¥145,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-1057481 ホールスッタフ 一般 ¥222,500 ～ ¥242,500 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-1061081 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

9月5日 01160-1065581
いちごの収穫作業・生育管
理作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-1074481 特別清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-1075781 酪農ヘルパー 一般 ¥162,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

9月5日 01160-1090481 ホール係 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-1097681 弁当製造販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-1098981 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

9月5日 01160-1106781 牧場作業員 一般 ¥170,340 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-1119381 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町
介護福祉士
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

9月5日 01160-1120581 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町
介護福祉士
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

9月5日 01160-1023481 昆布加工員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-1018281 惣菜担当及び販売店員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-1011381 一般事務員 一般 ¥144,500 ～ ¥170,000 不問 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

9月5日 01160-912081 編集部員（記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-920181 葬祭スタッフ 一般 ¥171,160 ～ ¥171,160 25歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-926481 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-930381 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-935781 フロント係 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-936881 調理補助員 パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問
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9月5日 01160-949681 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

9月5日 01160-960881 ホール係 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 18歳～35歳浦河町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月5日 01160-972681 牧場従業員 一般 ¥165,780 ～ ¥165,780 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

9月5日 01160-983481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

9月5日 01160-903181 ペレット製造工 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-887581 ベッドメイク パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-880881 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥910 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-799681 ホール及び調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-806281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-808081 繁殖スタッフ 一般 ¥168,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

9月5日 01160-828581 販売員 パート ¥1,013 ～ ¥1,063 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-830281 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-854481 ホール係 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-855781 警備員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

9月5日 01160-857281 牧場スタッフ 一般 ¥174,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-863781 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-1025881
昆布のカット・袋詰・包装作
業等 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 様似町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-1009781 清掃員 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 新ひだか町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-1024781 昆布の袋詰・包装作業 パート ¥810 ～ ¥850 不問 様似町 普通運転免許ＡＴ 不問

9月5日 01160-1001281 販売員 パート ¥820 ～ ¥880 不問 浦河町 不問 不問

9月5日 01161-1334181 介護員 一般 ¥138,000 ～ ¥150,000 18歳～64歳新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月5日 01161-1321581 クリーニング洗いスタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問
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9月5日 01161-1314481 リースマット交換スタッフ 一般 ¥142,100 ～ ¥200,100 32歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

9月5日 01161-1313581 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥155,520 ～ ¥161,280 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月5日 01010-33073081 小売店販売員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 不問 不問

9月5日 01230-16929581 生花販売員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 新ひだか町 不問 不問

9月5日 01161-1295181 寮の賄い パート ¥810 ～ ¥900 不問 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

9月5日 01161-1301081 販売スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 新ひだか町 不問 不問

8月30日 01160-794881 調剤受付事務員 一般 ¥148,720 ～ ¥154,880 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月30日 01160-695581 レジ接客・販売員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月30日 01160-711281
ホームヘルパー
社協業務全般 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河

普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

8月30日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-740581 ホール係 パート ¥850 ～ ¥850 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-747381 弁当製造販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月30日 01160-748681 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月30日 01160-886981 店内調理員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-802581 店舗事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-806281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月30日 01160-811481 昆布加工員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-824081 販売員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-855781 ホール係（または調理補助） パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-857281 警備員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-1011381 一般事務員 一般 ¥144,500 ～ ¥170,000 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問
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8月30日 01160-912081 編集部員(記者職) 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月30日 01160-925581 ホームヘルパー/外出専任 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

8月30日 01160-926481 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月30日 01160-936881 調理補助員 パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-1011381 一般事務員 一般 ¥144,500 ～ ¥170,000 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-1009781 清掃員 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 新ひだか町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月30日 01160-1018281 惣菜担当及び販売店員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-1019181
精肉加工、販売員及び配達
員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月30日 01160-887581 ベッドメイク パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01160-888481 レストラン係(フロント係兼務） パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月30日 01160-1001281 販売員 パート ¥820 ～ ¥880 不問 浦河町 不問 不問

8月30日 01161-1321581 クリーニング洗いｽﾀｯﾌ 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

8月30日 01161-1314481 リースマット交換スタッフ 一般 ¥142,100 ～ ¥200,100 32歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

8月30日 01010-33073081 小売店販売員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 不問 不問

8月30日 01230-16929581 生花販売員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 新ひだか町 不問 不問

8月30日 01161-1295181 寮の賄い パート ¥810 ～ ¥900 不問 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通運転免許一種

不問

8月23日 01160-1006981 店内調理員 パート ¥830 ～ ¥830 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月23日 01160-920181 葬祭スタッフ 一般 ¥171,160 ～ ¥171,160 25歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-925581 ホームヘルパー（外出専用） パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

8月23日 01160-926481 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-935781 フロント係 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問
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8月23日 01160-936881 調理補助 パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-949681 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

8月23日 01160-960881 ホール係 一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 18歳～35歳浦河町
普通運転免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

8月23日 01160-978281 牧場作業員 一般 ¥171,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月23日 01160-983481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月23日 01160-887581 ベッドメイク パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-888481 レストラン係 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-880881 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥910 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-799681 ホール係及び調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-802581 店舗事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-806281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-818681 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-824081 販売員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-830281 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-855781 警備員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-857281 牧場スタッフ 一般 ¥174,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-863781 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-786881 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町
介護福祉士
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

8月23日 01160-789081 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-790981 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 45歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-776481 ナイトフロント 一般 ¥140,000 ～ ¥145,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-699281 ホールスタッフ 一般 ¥222,500 ～ ¥242,500 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問
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8月23日 01160-711281 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

8月23日 01160-726781 酪農ヘルパー 一般 ¥162,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月23日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-748681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月23日 01160-754081 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-903181 ペレット製造工 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-1009781 清掃員 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 新ひだか町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月23日 01160-1001281 販売員 パート ¥820 ～ ¥880 不問 浦河町 不問 不問

8月23日 01160-994281 パン製造スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

8月23日 01161-1321581 クリーニング洗いスタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

8月23日 01161-1314481 リースマット交換スタッフ 一般 ¥142,100 ～ ¥200,100 32歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

8月23日 01161-1313581 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥155,520 ～ ¥161,280 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

8月23日 01161-1297381 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 40歳以下 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

8月23日 01161-1162481 清掃スタッフ 一般 ¥142,100 ～ ¥238,300 40歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

8月23日 01161-1163781 パン販売及び製造員 一般 ¥146,200 ～ ¥204,230 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

8月23日 01230-16929581 生花販売員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 新ひだか町 不問 不問

8月23日 01161-1301081 販売スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 新ひだか町 不問 不問

8月23日 01161-1295181 寮の賄い パート ¥810 ～ ¥900 不問 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

8月23日 01161-1160981 診療補助スタッフ パート ¥810 ～ ¥1,300 不問 新ひだか町 不問 不問

8月16日 01160-994281 パン製造スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月16日 01160-912081 編集部員（記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問
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8月16日 01160-920181 葬祭スタッフ 一般 ¥171,160 ～ ¥171,160 25歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-925581 ホームヘルパー パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

8月16日 01160-926481 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-930381 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-931681 自動車の修理・販売 一般 ¥155,000 ～ ¥195,000 18歳～35歳浦河町 普通運転免許一種 不問

8月16日 01160-935781 フロント係 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-937281 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-949681 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

8月16日 01160-972681 牧場従業員 一般 ¥165,780 ～ ¥165,780 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月16日 01160-983481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月16日 01160-891381 店員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-888481 レストラン係 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-880881 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥910 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-802581 店舗事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-806281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-818681 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-828581 販売員 パート ¥1,013 ～ ¥1,063 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-830281 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-854481 ホール係又は調理補助 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-855781 警備員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-866181 牧場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥295,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月16日 01160-794881 調剤受付事務員 一般 ¥147,750 ～ ¥152,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問
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8月16日 01160-786881 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町
介護福祉士
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

8月16日 01160-789081 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-790981 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 45歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-688781 ペレット製造工 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-699281 ホールスタッフ 一般 ¥222,500 ～ ¥242,500 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-711281 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

8月16日 01160-713081 工場作業員 一般 ¥133,245 ～ ¥133,245 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-716981
いちごの収穫作業・生育管
理作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-725481 特別清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-748681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月16日 01160-754081 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月16日 01160-763381 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月16日 01040-8558881 営業係 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 44歳以下 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月16日 01160-884381 葬儀作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 えりも町 普通運転免許一種 不問

8月16日 01160-1001281 販売員 パート ¥820 ～ ¥880 不問 浦河町 不問 不問

8月16日 01160-887581 ベッドメイク パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月16日 01161-1297381 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 40歳以下 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

8月16日 01161-1301081 販売スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 新ひだか町 不問 不問

8月16日 01161-1295181 寮の賄い パート ¥810 ～ ¥900 不問 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

8月8日 01160-992781 店員（コンビニ） パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

8月8日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問
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8月8日 01160-912081 編集部員（記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-920181 葬祭スタッフ 一般 ¥171,160 ～ ¥171,160 25歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-926481 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-930381 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月8日 01160-935781 フロント係 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-937281 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月8日 01160-949681 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

8月8日 01160-972681 牧場従業員 一般 ¥165,780 ～ ¥165,780 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月8日 01160-983481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月8日 01160-887581 ベッドメイク パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月8日 01160-888481 レストラン係 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-880881 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥910 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-803481 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-806281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-808081 繁殖スタッフ 一般 ¥168,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月8日 01160-818681 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

8月8日 01160-830281 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-855781 警備員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

8月8日 01160-863781 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-786881 介護員 一般 ¥160,000 ～ ¥245,000 18歳以上 浦河町
介護福祉士
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

8月8日 01160-789081 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

8月8日 01160-790981 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥220,000 45歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問
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8月8日 01160-699281 ホールスタッフ 一般 ¥222,500 ～ ¥242,500 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-713081 工場作業員 一般 ¥133,245 ～ ¥133,245 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-726781 酪農ヘルパー 一般 ¥162,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月8日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

8月8日 01160-747381 弁当製造販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-748681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月8日 01160-754081 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-903181 ペレット製造工 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-884381 葬儀作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月8日 01040-8558881 営業係 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 44歳以下 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月8日 01160-888481
レストラン係（フロント係兼
務） パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01160-883081 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月8日 01161-1297381 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 40歳以下 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

8月8日 01161-1162481 清掃スタッフ 一般 ¥142,100 ～ ¥238,300 40歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

8月8日 01161-1163781 パンの販売及び製造員 一般 ¥146,200 ～ ¥204,230 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

8月8日 01161-1301081 販売スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 新ひだか町 不問 不問

8月8日 01161-1160981 診療補助スタッフ パート ¥810 ～ ¥1,300 不問 新ひだか町 不問 不問

8月8日 07021-3714981 婦人服販売員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 新ひだか町 不問 不問

8月8日 01160-970081 牧場作業員（重機担当） 一般 ¥190,000 ～ ¥260,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 農業関係の機械運転経験者

8月8日 01160-983481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月8日 01161-1285881 牧場スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 新ひだか町 不問 経験者尚可

8月8日 01161-1120781 牧場作業員 一般 ¥169,020 ～ ¥270,000 18歳～59歳新冠町 普通運転免許一種 不問
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8月8日 01161-969581 牧場作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥230,000 不問 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許ＡＴ

トラクター運転等経験者尚可

8月8日 01160-754081 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月1日 01160-910281 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月1日 01160-912081 編集部員(記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月1日 01160-926481 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月1日 01160-937281 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月1日 01160-972681 牧場従業員 一般 ¥165,780 ～ ¥165,780 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月1日 01160-799681 ホール係及び調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

8月1日 01160-803481 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月1日 01160-811481 昆布加工員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

8月1日 01160-794881 調剤受付事務員 一般 ¥147,750 ～ ¥152,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月1日 01160-790981 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 45歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月1日 01160-769881 介護員 一般 ¥137,000 ～ ¥214,000 不問 浦河町 不問 不問

8月1日 01160-692381 販売員 パート ¥820 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

8月1日 01160-702881 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 不問 不問

8月1日 01160-713081 工場作業員 一般 ¥133,245 ～ ¥133,245 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月1日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

8月1日 01160-748681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 不問 不問

8月1日 01161-1162481 清掃スタッフ 一般 ¥142,100 ～ ¥238,300 40歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

8月1日 01161-1163781 パンの販売及び製造員 一般 ¥146,200 ～ ¥204,230 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

8月1日 01161-1155781
商品配送及び
倉庫管理スタッフ 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 不問 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

8月1日 01161-1161581 土産品の販売員 一般 ¥850 ～ ¥850 不問 新冠町 不問 不問
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8月1日 01161-1132081 清掃員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

8月1日 01161-1129481
車両洗浄・清掃・車両引取り
納車スタッフ パート ¥830 ～ ¥830 62歳以下 新ひだか町

普通運転免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

8月1日 01160-794881 調剤受付事務 一般 ¥147,750 ～ ¥152,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月1日 01040-8558881 営業係 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 44歳以下 浦河町 普通運転免許一種 不問

8月1日 01160-887581 ベットメイク パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

8月1日 01160-883081 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月1日 01160-879581 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

8月1日 01240-15730881 販売員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-897881 金融事務（信用金庫） 一般 ¥149,000 ～ ¥329,000 44歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月26日 01160-884381 葬儀作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 えりも町 普通運転免許一種 不問

7月26日 01160-794881 調剤受付事務 一般 ¥147,750 ～ ¥152,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月26日 01040-855881 営業係 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 44歳以下 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月26日 01160-789081 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-887581 ベットメイク パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-886981 店内調理員 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-883081 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月26日 01160-880881 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月26日 01160-874181
社協移動サービス（運転
手）

パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月26日 01161-1150381 介護職員 一般 ¥130,400 ～ ¥140,000 18歳以上 新冠町
普通運転免許一種
介護職員初任者研修

不問

7月26日 01161-1149281
一般事務（経理事務含
む）

一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通自動車免許一種

不問

7月26日 01161-1147781
住宅デザイン・プランナー
（見習い含む）

一般 ¥217,000 ～ ¥309,000 64歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通自動車免許一種

不問

7月26日 01161-1137481 ホールスタッフ 一般 ¥172,540 ～ ¥290,290 18歳以上 新ひだか町 不問 不問
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7月26日 01190-6553381 店舗運営スタッフ 一般 ¥184,800 ～ ¥184,800 18歳以上 新ひだか町 不問 不問

7月26日 01161-1132081 清掃員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

7月26日 01161-1129481
車両洗浄・清掃・車両引
取り納車スタッフ

パート ¥830 ～ ¥830 62歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通自動車免許一種

不問

7月26日 01160-799681 ホール・調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-802581 店舗事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-803481 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月26日 01160-818681 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-828581 販売員 パート ¥1,013 ～ ¥1,063 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-830281 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月26日 01160-855781 警備員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-858181 牧場スタッフ 一般 ¥174,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月26日 01160-863781 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月26日 01160-769881 介護員（準職員） 一般 ¥137,000 ～ ¥214,000 不問 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-695581 レジ接客・販売員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-711281 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 18歳以上 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

7月26日 01160-716981
いちごの収穫作業・生育
管理作業

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月26日 01160-725481 特別清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-748681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月26日 01160-763381 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月26日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月26日 01160-658081 編集部員（記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問
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7月26日 01160-584281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月26日 01160-588681 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-596681 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月26日 01160-613781 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

7月26日 01160-628981
営業・栄養管理アドバイ
ザー

一般 ¥165,500 ～ ¥309,100 35歳以下 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月26日 01160-653481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月18日 01160-887581 ベッドメイク パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-880881 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-803481 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-810581 昆布加工員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-818681 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-824081 販売員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-830281 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-854481 ホール係・調理補助 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-855781 警備員 一般 ¥147,400 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-866181 牧場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥295,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月18日 01160-794881 調剤受付事務 一般 ¥147,750 ～ ¥152,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-789081 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-769881 介護員（準職員） 一般 ¥137,000 ～ ¥214,000 不問 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-692381 販売員 パート ¥820 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-699281 ホールスタッフ 一般 ¥222,500 ～ ¥242,500 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-700481 支援相談員 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問
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7月18日 01160-711281 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

7月18日 01160-725481 特別清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-747381 弁当製造販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-754081 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月18日 01160-658081 編集部員（記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-584281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-588681 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-596681 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月18日 01160-613781 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

7月18日 01160-884381 葬儀作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 えりも町 普通運転免許一種 不問

7月18日 01160-888481 レストラン係・フロント係兼務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-883081 一般事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01160-880881 グループホームの世話人 パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月18日 01010-28242081 メカニック 一般 ¥169,500 ～ ¥200,000 59歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

7月18日 01161-1149281 一般事務員（経理事務含む） 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ・
普通自動車免許一種

不問

7月18日 01161-1147781
住宅デザイン・プランナー
（見習い含む） 一般 ¥217,000 ～ ¥309,000 64歳以下 新ひだか町

普通運転免許ＡＴ・
普通自動車免許一種

不問

7月18日 01161-1137481 ホールスタッフ 一般 ¥172,540 ～ ¥290,290 18歳以上 新ひだか町 不問 不問

7月18日 01190-6553381 店舗運営スタッフ 一般 ¥184,800 ～ ¥184,800 18歳以上 新ひだか町 不問 不問

7月18日 01161-1132081 清掃員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

7月18日 01090-5841881 医療事務員 パート ¥810 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問
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7月12日 01190-6583781 営業員 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月12日 01160-794881 調剤受付事務 一般 ¥147,750 ～ ¥152,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月12日 01160-769881 介護員 一般 ¥137,000 ～ ¥214,000 不問 浦河町 不問 不問

7月12日 01160-792481 清掃員 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 新ひだか町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月12日 01160-566781 店内調理員 パート ¥830 ～ ¥950 不問 浦河町 不問 不問

7月12日 01160-679481 昆布加工員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 様に町 不問 不問

7月12日 01230-14381181 作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 64歳以下 新冠町
普通運転免許ＡＴ・
普通自動車免許一種

不問

7月12日 01161-999381 パンの販売員 一般 ¥142,800 ～ ¥142,800 不問 新ひだか町 不問 不問

7月12日 07030-4787481 販売(雑貨) 一般 ¥136,849 ～ ¥172,329 不問 新ひだか町 不問 不問

7月12日 01161-1132081 清掃員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

7月12日 01090-5841881 医療事務員 パート ¥810 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

7月12日 01161-1120781 牧場作業員 一般 ¥169,020 ～ ¥270,000
18歳から
59歳

新冠町 普通運転免許一種 不問

7月12日 01160-867081 牧場作業員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月12日 01161-974381 厩舎清掃員 一般 ¥171,600 ～ ¥171,600 不問 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ・
普通自動車免許一種

不問

7月12日 01160-649181 厩舎作業員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-794881 調剤受付事務 一般 ¥147,750 ～ ¥152,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-789081 販売スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 38歳以下 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-769881 介護員 一般 ¥137,000 ～ ¥214,000 不問 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-792481 清掃員 一般 ¥133,980 ～ ¥133,980 不問 新ひだか町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-778881 一般事務員 パート ¥860 ～ ¥860 64歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-679481 昆布加工作業員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 様似町 不問 不問

7月5日 01161-1012181 フロアスタッフ 一般 ¥124,950 ～ ¥124,950 不問 新ひだか町 不問 不問
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7月5日 01161-999381 パンの販売員 一般 ¥142,800 ～ ¥142,800 不問 新ひだか町 不問 不問

7月5日 07030-4787481 販売員【雑貨】 一般 ¥136,849 ～ ¥172,329 不問 新ひだか町 不問 不問

7月5日 01161-991981 調理補助・給仕スタッフ 一般 ¥145,824 ～ ¥145,824 不問 新ひだか町 不問 不問

7月5日 01161-1011281
コンビニエンスストア
ホットシェフ パート ¥820 ～ ¥820 不問 新ひだか町 不問 不問

7月5日 01161-1000481 パンの販売員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 不問 不問

7月5日 01090-5841881 医療事務員 パート ¥810 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

7月5日 01160-799681 ホール・調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-803481 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-818681 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-823181 販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-830281 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-854481 ホール係(調理補助） パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-855781 警備員 一般 ¥147,400 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-863781 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-688781 ペレット製造工 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-697781 配送・営業補佐 一般 ¥165,500 ～ ¥269,100 29歳以下 浦河町
普通運転免許一種
中型自動車免許一種

不問

7月5日 01160-699281 ホールスタッフ 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-711281 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

7月5日 01160-716981
いちごの収穫作業・生育管
理作業 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-725481 特別清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-748681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問
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7月5日 01160-754081 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月5日 01160-658081 編集部員（記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-569181 葬祭スタッフ 一般 ¥171,160 ～ ¥171,160 25歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-584281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

7月5日 01160-588681 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-596681 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

7月5日 01160-613781 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

7月5日 01160-628981 営業・栄養管理アドバイザー 一般 ¥165,500 ～ ¥309,100 35歳以下 浦河町 普通運転免許一種 不問

7月5日 01160-646781 牧場作業員 一般 ¥171,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月29日 01161-999381 パンの販売員 一般 ¥142,800 ～ ¥142,800 不問 新ひだか町 不問 不問

6月29日 07030-4787481 販売（雑貨） 一般 ¥136,849 ～ ¥172,329 不問 新ひだか町 不問 不問

6月29日 01161-991981
調理補助（朝食）・給仕スタッ
フ 一般 ¥145,824 ～ ¥145,824 不問 新ひだか町 不問 不問

6月29日 01161-989181 ハウス栽培スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 新ひだか町 不問 不問

6月29日 01161-1000481 パンの販売員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 不問 不問

6月29日 01090-5841881 医療事務員 パート ¥810 ～ ¥900 64歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

6月29日 01161-993481 ホール係 パート ¥810 ～ ¥900 不問 新ひだか町 不問 不問

6月29日 01161-984581 訪問介護員 パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町
普通運転免許一種
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級 不問

6月29日 01161-981181 看護助手 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月29日 01160-790981 工場作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 45歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-776481 ナイトフロント 一般 ¥140,000 ～ ¥145,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-778881 一般事務員 パート ¥860 ～ ¥860 64歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問
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6月29日 01160-769881 介護員（準職員） 一般 ¥137,000 ～ ¥214,000 不問 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-688781 ペレット製造工 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-699281 ホールスッタフ 一般 ¥222,500 ～ ¥242,500 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-700481 支援相談員 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-701781 介護員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-711281
ホームヘルパー・社協業務
全般 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町

普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

6月29日 01160-713081 工場作業員 一般 ¥133,245 ～ ¥133,245 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-716981
いちごの収穫作業・生育管
理作業 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-748681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月29日 01160-754081 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月29日 01160-658081 編集部員（記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-569181 葬祭スタッフ 一般 ¥171,160 ～ ¥171,160 25歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-584281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-588681 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-596681 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-613781 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

6月29日 01160-628981 営業・栄養管理アドバイザー 一般 ¥165,500 ～ ¥309,100 35歳以下 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月29日 01160-646781 牧場作業員 一般 ¥171,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月29日 01160-652581 競走馬の牧場作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月29日 01160-653481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問
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6月29日 01160-558481 ホール・調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-548981 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-543281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-448181 昆布加工員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-460481 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-475681 販売員 パート ¥1,013 ～ ¥1,063 18歳以上 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-475681 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月29日 01160-508781 警備員 一般 ¥147,400 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-520381 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-525781 牧場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月29日 01160-528181 牧場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥295,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月29日 01010-20880481 営業業務・ＬＰガス石油類等 一般 ¥180,900 ～ ¥263,000 59歳以下 浦河町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

6月21日 01160-778881 一般事務員 パート ¥860 ～ ¥860 64歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月21日 01160-769881 介護員(準職員) 一般 ¥137,000 ～ ¥214,000 不問 浦河町 不問 不問

6月21日 01160-694981 販売員 パート ¥820 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

6月21日 01160-700481 支援相談員 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問

6月21日 01160-702881 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 不問 不問

6月21日 01160-711281
ホームヘルパー
社協業務全般

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

6月21日 01160-716981
いちごの収穫作業及び
生育管理作業員

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月21日 01160-726781 酪農ヘルパー 一般 ¥162,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月21日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

6月21日 01160-748681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問
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6月21日 01160-754081 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月21日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月21日 01160-581481
ホームヘルパー
外出専任

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

6月21日 01160-584281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月21日 01160-605781 ホール及び出前係 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月21日 01160-653481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月21日 01160-558481 ホール係及び調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

6月21日 01160-548981 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月21日 01160-544181 調理補助 パート ¥810 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

6月21日 01160-469581 販売員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

6月21日 01160-475681 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月20日 01161-988281 訪問介護 一般 ¥130,800 ～ ¥160,000 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許一種
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
介護職員初任者研修

不問

6月20日 01161-835381 クリーニング検品スタッフ 一般 ¥138,725 ～ ¥139,725 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月20日 01161-826081 一般事務員(経理含む) 一般 ¥176,400 ～ ¥176,400 不問 新ひだか町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

6月20日 01161-990681 セレモニー補助スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

6月20日 01161-984581 訪問介護員 パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町
ホームヘルパー２級
普通自動車免許一種

不問

6月20日 01161-980081 看護助手 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月20日 01160-769881 介護員(準職員） 一般 ¥137,000 ～ ¥214,000 不問 浦河町 不問 不問

6月20日 01160-658081 編集部員(記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月20日 01160-778881 一般事務員 パート ¥860 ～ ¥860 64歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月20日 01160-767481
調剤助手及び店内作業・
配達業務

パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月20日 01160-558481 ホール係及び調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問
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6月14日 01161-988281 訪問介護 一般 ¥130,800 ～ ¥160,000 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許一種
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

6月14日 01161-989181 ハウス栽培スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 新ひだか町 不問 不問

6月14日 01230-11881381
キッチン調理長・ホール店
長

一般 ¥226,140 ～ ¥294,140 18歳～64歳新ひだか町 不問 不問

6月14日 01161-835381 クリーニング検品スタッフ 一般 ¥139,725 ～ ¥139,725 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月14日 01161-984581 訪問介護員 パート ¥820 ～ ¥1,000 不問 新ひだか町
普通運転免許一種
ホームヘルパー2級 不問

6月14日 01240-12742481 調理・接客・清掃 パート ¥900 ～ ¥900 18歳以上 新ひだか町 不問 不問

6月14日 01160-768781 昆布加工員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 新ひだか町 不問 不問

6月14日 01160-769881 介護職員 一般 ¥137,000 ～ ¥214,000 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01010-20880481
営業業務・ＬＰガス石油類
等

一般 ¥180,900 ～ ¥263,000 59歳以下 浦河町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

6月14日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01160-544181 調理補助 パート ¥810 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-771081 編集部員（紙面製作他） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-769881 介護職員 一般 ¥137,000 ～ ¥214,000 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-692381 販売員 パート ¥820 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-700481 支援相談員 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-702881 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-711281 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

6月14日 01160-713081 工場作業員 一般 ¥133,245 ～ ¥133,245 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-716981
いちごの収穫作業・生育
管理作業

パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-725481 特別清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-726781 酪農ヘルパー 一般 ¥162,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問
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6月14日 01160-748681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01160-754081 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-760281 騎乗員 一般 ¥185,000 ～ ¥300,000 59歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01160-571981 販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

6月14日 01160-584281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-596681 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-605781 ホール・出前係 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-613781 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

6月14日 01160-628981
営業・栄養管理アドバイ
ザー

一般 ¥165,500 ～ ¥309,100 35歳以下 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01160-640081 牧場従業員 一般 ¥165,780 ～ ¥165,780 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01160-653481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01160-558481 ホール・調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-548981 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-548281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-448181 昆布加工員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-452481 ベッドメイク パート ¥810 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-460481 調理スッタフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-475681 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-501181 販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-505981 販売員 パート ¥1,013 ～ ¥1,013 18歳以上 浦河町 不問 不問

6月14日 01160-508781 警備員 一般 ¥147,400 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問
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6月14日 01160-519281 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-530981 騎乗員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01161-955281 牧場作業員 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 不問 新冠町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01161-975681 厩舎清掃員 一般 ¥127,400 ～ ¥193,700 不問 新冠町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01160-756681 牧場作業員 一般 ¥175,000 ～ ¥300,000 40歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01161-814781 牧場スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 新ひだか町 不問 不問

6月14日 01161-793281 牧場作業員 一般 ¥168,000 ～ ¥250,000 59歳以下 新ひだか町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

6月14日 01161-677481 牧場作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 日高町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01161-637881 牧場作業員 一般 ¥195,000 ～ ¥295,000 59歳以下 新冠町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01160-639781 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 新ひだか町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月14日 01160-512381 牧場作業員 一般 ¥168,500 ～ ¥180,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月14日 01160-528181 牧場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥295,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-692381 販売員 パート ¥820 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-700481 支援相談員 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-716981
いちごの収穫作業・生育管
理作業 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-727881 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-748681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-754081 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-763381 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-581481 ホームヘルパー パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

6月7日 01160-588681 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問
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6月7日 01160-596681 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-613781 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

6月7日 01160-641381 牧場作業員 一般 ¥185,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-653481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-551281 店舗事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-548981 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-544181 調理補助 パート ¥810 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-452481 ベッドメイク パート ¥810 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-460481 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-476981 販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

6月7日 01160-501181 販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-511081 牧場スタッフ 一般 ¥174,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-519281 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-528181 牧場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥295,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01240-10538581 調剤事務・調剤助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 えりも町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

6月7日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-536181 教習指導員 一般 ¥157,000 ～ ¥169,700 30歳以下 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-767481
調剤助手・店内作業・配達業
務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-551281 店舗事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01161-835381 クリーニング検品スタッフ 一般 ¥139,725 ～ ¥139,725 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

6月7日 01190-4597881 販売員 一般 ¥121,500 ～ ¥121,500 不問 新ひだか町 不問 不問

6月7日 01161-827381 ディケアスッタフ助手 一般 ¥130,800 ～ ¥165,700 59歳以下 新ひだか町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問
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6月7日 01161-826081 一般事務員 一般 ¥176,400 ～ ¥176,400 不問 新ひだか町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

6月7日 01161-825181 エステティシャン 一般 ¥230,000 ～ ¥300,000 不問 新ひだか町 不問 不問

6月7日 01160-768781 昆布加工員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 新ひだか町 不問 不問

6月7日 01161-836681 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

6月7日 08060-2911181 食品の加工業務 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 新冠町 不問 不問

6月7日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-658081 編集部員 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-571981 販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

6月7日 01160-581481 ホームヘルパー パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

6月7日 01160-584281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-588681 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-596681 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-613781 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

6月7日 01160-640081 牧場作業員 一般 ¥165,780 ～ ¥165,780 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-646781 牧場作業員 一般 ¥171,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-652581 競走馬の牧場作業員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-558481 ホール係・調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-551281 店舗事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-548981 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-543281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-452481 ベッドメイク パート ¥800 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-460481 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問
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6月7日 01160-468981 販売員 パート ¥1,000 ～ ¥1,050 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-475681 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-511081 牧場スタッフ 一般 ¥174,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-512381 牧場作業員 一般 ¥168,500 ～ ¥180,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-519281 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-528181 牧場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥295,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-401481 ホールスタッフ 一般 ¥222,500 ～ ¥242,500 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-395681 支援相談員 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-315881 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

6月7日 01160-330781 介護職員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-339481 特別清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-341181 保育補助員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-365781 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01010-20880481 営業業務・ＬＰガス 一般 ¥180,900 ～ ¥263,000 59歳以下 浦河町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

6月7日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

6月7日 01160-658081 編集部員 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

6月7日 01160-654781 一般事務員 一般 ¥150,300 ～ ¥150,300 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01240-10241281 販売スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 35歳以下 浦河町 不問 不問

6月7日 01160-679481 昆布加工作業員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 様似町 不問 不問

6月7日 01160-551281 店舗事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

6月7日 01190-4597881 販売員 一般 ¥121,500 ～ ¥121,500 不問 新ひだか町 不問 不問

6月7日 01161-836681 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 普通運転免許一種 不問
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6月7日 01161-681081 衣料品販売スタッフ パート ¥830 ～ ¥860 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

5月31日 01161-835381 クリーニング検品スタッフ 一般 ¥139,725 ～ ¥139,725 64歳以下 新ひだか町 不問 不問

5月31日 01161-837981
車両清掃・車両整備・車両引
取り納車スタッフ 一般 ¥127,500 ～ ¥136,000 60歳以上 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

5月31日 01161-826081 一般事務員 一般 ¥176,400 ～ ¥176,400 不問 新ひだか町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

5月31日 01161-823881 清掃スタッフ 一般 ¥142,100 ～ ¥170,200 32歳以下 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

5月31日 01190-4597881 販売員 一般 ¥121,500 ～ ¥121,500 不問 新ひだか町 不問 不問

5月31日 01161-836681 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

5月31日 01161-681081 衣料品販売スタッフ パート ¥830 ～ ¥860 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

5月31日 01010-20880481 営業販売員 一般 ¥180,900 ～ ¥263,000 59歳以下 浦河町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

5月31日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月31日 01160-658081 編集部員 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月31日 01160-654781 一般事務員 一般 ¥150,300 ～ ¥150,300 不問 浦河町 不問 不問

5月31日 01160-679481 昆布加工作業員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 様似町 不問 不問

5月31日 01160-558481 ホール係及び調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

5月31日 01160-315881
ホームヘルパー
社協業務全般 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町

普通運転免許ＡＴ
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修

不問

5月31日 01160-320581 工場作業員 一般 ¥133,245 ～ ¥133,245 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月31日 01160-340281 酪農ﾍﾙﾊﾟｰ 一般 ¥162,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月31日 01160-341181 保育補助 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

5月31日 01160-365781 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月31日 01160-372481 牧場作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月31日 01160-382881 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月31日 01160-452481 ベッドメイク パート ¥810 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問
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5月31日 01160-460481 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

5月31日 01160-472181 販売員（22～6） パート ¥1,013 ～ ¥1,063 １８歳以上 浦河町 不問 不問

5月31日 01160-475681 生活支援員（正社員） 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 １８歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月31日 01160-476981 販売員（接客・品出し） パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町
普通自動車免許一種
普通運転免許ＡＴ

不問

5月31日 01160-505981 販売員（22～6） パート ¥1,013 ～ ¥1,013 １８歳以上 浦河町 不問 不問

5月31日 01160-519281 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月31日 01160-528181 牧場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥295,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月31日 01160-395681 支援相談員 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問

5月31日 01160-661481 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月31日 01160-658081 編集部員(記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月31日 01160-584281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月31日 01160-588681 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 １８歳以上 浦河町 不問 不問

5月31日 01160-613781 水産加工員 一般 ¥132,000 ～ ¥200,000 40歳以下 浦河町 中型一種（８t限定） 不問

5月31日 01160-641381 牧場作業員 一般 ¥185,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 不問 不問

5月31日 01160-653481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月31日 01160-558481 ホール係及び調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

5月31日 01160-542881 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月31日 01160-543281 牧場事務管理者 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 40歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月31日 01160-448181 昆布加工員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

5月25日 01160-671881 調剤受付事務 一般 ¥147,750 ～ ¥152,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月25日 01160-584281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月25日 01160-640081 牧場従業員 一般 ¥165,780 ～ ¥165,780 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問
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5月25日 01160-548981 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月25日 01160-475681 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月25日 01160-487881 正看護師又は准看護師 一般 ¥166,950 ～ ¥322,035 18歳以上 浦河町 看護師・准看護師 不問

5月25日 01160-520381 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

5月25日 01160-429881 販売員 パート ¥820 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

5月25日 01160-395681 支援相談員 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問

5月25日 01160-365781 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月25日 01161-826081 一般事務(経理含む） 一般 ¥176,400 ～ ¥176,400 不問 新ひだか町
普通運転免許ＡＴ
普通自動車免許一種

不問

5月25日 01161-825181
エステティシャン
(脱毛専門スタッフ） 一般 ¥230,000 ～ ¥300,000 不問 新ひだか町 不問 不問

5月25日 01161-816281
産業廃棄物の運搬、清掃及
び草刈スタッフ 一般 ¥154,000 ～ ¥187,000 50歳以下 新冠町 普通運転免許一種 不問

5月25日 01160-654781 一般事務員 一般 ¥150,300 ～ ¥150,300 不問 浦河町 不問 不問

5月25日 01160-572581 自動車整備工場 一般 ¥170,000 ～ ¥258,000 不問 様似町 普通運転免許一種 不問

5月25日 01240-10538581 調剤事務・調剤助手 一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 59歳以下 えりも町
普通運転免許ＡＴ
普通自動車免許一種

不問

5月25日 01160-558481 ホール係及び調理補助 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

5月16日 01161-825181 エステティシャン 一般 ¥230,000 ～ ¥30,000 不問 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

5月16日 01161-676581 営業販売員 一般 ¥149,000 ～ ¥155,000 不問 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

5月16日 01160-671881 調剤受付員 一般 ¥147,750 ～ ¥152,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月16日 01160-667381 事務員 一般 ¥144,000 ～ ¥200,000 不問 様似町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月16日 01160-658081 編集部員(記者職） 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月16日 01160-654781 一般事務員 一般 ¥150,300 ～ ¥150,300 不問 浦河町 不問 不問

5月16日 01160-544181 調理補助 パート ¥810 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

5月16日 01160-581481 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ/外出専任 パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通自動車免許AT
ホームヘルパー２級・
介護職員初任者研修

不問
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5月16日 01160-429881 販売員 パート ¥820 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

5月16日 01160-596681 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

5月16日 01160-646781 牧場作業員 一般 ¥171,000 ～ ¥230,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月16日 01160-548981 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

5月16日 01160-365781 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月9日 01160-658081 編集部員 一般 ¥142,560 ～ ¥175,000 不問 浦河町 普通運転免許(AT限定可） 不問

5月9日 01160-581481 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町
普通運転免許(AT限定可）
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ２級
介護職員初任者研修

不問

5月9日 01160-584281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許(AT限定可） 不問

5月9日 01160-653481 競走馬の生産業務 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月9日 01160-448181 昆布加工員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 浦河町 不問 不問

5月9日 01160-452481 ベッドメイク パート ¥810 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

5月9日 01160-475681 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 １８歳以上 浦河町 普通運転免許(AT限定可） 不問

5月9日 01160-528181 牧場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥295,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月9日 01160-395681 支援相談員 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問

5月9日 01160-320581 工場作業員 一般 ¥133,245 ～ ¥133,245 不問 浦河町 普通運転免許(AT限定可） 不問

5月9日 01160-340281 酪農ﾍﾙﾊﾟｰ 一般 ¥162,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月9日 01160-365781 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

5月9日 01161-532881 厩舎清掃員 一般 ¥171,600 ¥171,600 不問 新冠町
普通運転免許一種
普通運転免許(AT限定可）
通勤2名

不問

5月9日 01160-524481 牧場作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 通勤2名 不問

5月9日 01160-649181 厩舎作業員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 通勤1名 不問

5月9日 01160-640081 牧場従業員 一般 ¥165,780 ～ ¥165,780 不問 浦河町
普通運転免許一種
住込1人 不問

5月9日 01161-652781 保育士補助員 パート ¥810 ～ ¥850 59歳以下 新ひだか町 不問 不問
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5月9日 01161-681081 衣料品販売スタッフ パート ¥830 ～ ¥860 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

5月9日 01161-662281 受付及び経理事務 一般 ¥142,600 ～ ¥142,600 59歳以下 新冠町
普通運転免許一種
普通運転免許(AT限定可） 不問

5月9日 01161-676581 営業販売員 一般 ¥149,000 ～ ¥155,000 不問 新ひだか町 普通運転免許一種 不問

5月9日 01160-429881 販売員 パート ¥820 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

5月9日 01160-542881 ホール及びレジ係 パート ¥840 ～ ¥840 18歳以上 浦河町 不問 不問

5月9日 01160-551281 店舗事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町 不問 不問

5月9日 01160-553081 看護助手 一般 ¥138,100 ～ ¥138,100 18歳以上 えりも町 不問 不問

5月9日 01160-654781 一般事務員 一般 ¥150,300 ～ ¥150,300 不問 浦河町 不問 不問

4月26日 01161-676581 営業販売員 一般 ¥149,000 ～ ¥155,000 不問 新冠町 普通運転免許一種 不問

4月26日 01161-662281 受付及び経理事務 一般 ¥142,600 ～ ¥142,600 59歳以下 新冠町
普通運転免許一種
普通運転免許(AT限定可） 不問

4月26日 01161-654281 一般事務(経理含む） 一般 ¥176,400 ～ ¥176,400 不問 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許(AT限定可） 不問

4月26日 01010-15448181 駐車場内清掃・整備 パート ¥810 ～ ¥810 不問 新ひだか町 不問 不問

4月26日 011610-652781 保育士補助 パート ¥810 ～ ¥850 59歳以下 新ひだか町 不問 不問

4月26日 01160-406081 配送員 一般 ¥158,000 ～ ¥200,000 29歳以下 浦河町
普通運転免許一種
中型自動車免許一種

不問

4月26日 01160-440381 ペレット製造工 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

4月26日 01160-546381 介護職員 一般 ¥157,350 ～ ¥186,125 59歳以下 浦河町
介護福祉士
普通運転免許ＡＴ

不問

4月26日 01160-553081 看護助手 一般 ¥138,100 ～ ¥138,100 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月26日 01160-220681 牧場従業員 一般 ¥165,780 ～ ¥165,780 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

4月26日 01160-181081 介護職員 一般 ¥138,500 ～ ¥143,600 18歳以上 浦河町
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ２級
介護職員初任者研修

不問

4月26日 01160-163181 旅館スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町 不問 不問

4月26日 01160-272981 フロント・宴会スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥240,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月26日 01160-269281 店員 一般 ¥134,475 ～ ¥141,810 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問
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4月26日 01160-292881 販売員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 浦河町
普通運転免許一種
普通運転免許AT

不問

4月26日 01160-365781 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

4月26日 01160-348781 調理スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 浦河町 不問 不問

4月26日 01160-340281 酪農ヘルパー 一般 ¥162,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

4月26日 01160-326081 いちご収穫作業 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

4月26日 01160-320581 工場作業員 一般 ¥133,245 ～ ¥133,245 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

4月26日 01160-309181 事務職員 一般 ¥153,405 ～ ¥248,220 35歳以下 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

4月26日 01160-395681 支援相談員 一般 ¥146,450 ～ ¥146,450 不問 浦河町 不問 不問

4月26日 01160-406081 配送員 一般 ¥158,000 ～ ¥200,000 29歳以下 浦河町
普通運転免許一種
中型自動車免許一種

不問

4月26日 01160-531581 繁殖厩舎作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

4月26日 01160-528181 牧場作業員 一般 ¥190,000 ～ ¥295,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

4月26日 01160-519281 牧場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥350,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

4月26日 01160-510181 騎乗員・厩舎作業 一般 ¥180,000 ～ ¥300,000 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

4月26日 01160-508781 警備員 一般 ¥147,400 ～ ¥165,000 18歳以上 浦河町 不問 不問

4月26日 01160-487881 看護師・准看護師 一般 ¥166,950 ～ ¥322,035 18歳以上 浦河町
看護師
准看護師

不問

4月26日 01160-475681 生活支援員 一般 ¥157,000 ～ ¥187,000 18歳以上 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

4月26日 01160-460481 調理スタッフ 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 浦河町 不問 不問

4月26日 01160-537081 繁殖スタッフ 一般 ¥168,000 ～ ¥200,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

3月22日 01161-161481 デイケアスタッフ助手 一般 ¥130,800 ～ ¥165,700 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許AT

不問

3月22日 01160-138281
一般事務補助員
（4ヶ月以上） 一般 ¥134,800 ～ ¥134,800 不問 浦河町 不問 不問

3月22日 01160-1544671 看護師・准看護師 一般 ¥182,000 ～ ¥227,000 不問 浦河町
普通運転免許AT
看護師
准看護師

不問

3月22日 01160-29681 専任教師 一般 ¥229,950 ～ ¥229,950 不問 浦河町
看護教員
看護師

不問
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3月22日 01160-1462071 正看護師又は准看護師 一般 ¥166,950 ～ ¥393,015 不問 浦河町
看護師
准看護師
普通運転免許AT

不問

3月22日 01160-1501071 一般事務 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 浦河町 普通運転免許一種 不問

3月22日 01160-34181
看護師・准看護師
（4ヶ月以上） 一般 ¥168,226 ～ ¥337,125 不問 浦河町

看護師
准看護師

不問

3月22日 01160-1534071
一般事務補助員
（4ヶ月以上） 一般 ¥134,800 ～ ¥134,800 不問 浦河町 不問 不問

3月22日 01160-102481 看護師 一般 ¥222,000 ～ ¥351,000 不問 浦河町
看護師
准看護師
普通運転免許AT

不問

3月22日 01160-196881 看護師又は准看護師 一般 ¥186,000 ～ ¥212,500 64歳以下 浦河町
看護師
准看護師
普通運転免許AT

不問

3月22日 01160-209781
正看護師・准看護師
（4ヶ月以上） 一般 ¥182,000 ～ ¥227,000 不問 浦河町

看護師
准看護師
普通運転免許AT

不問

3月22日 01160-118981 デリカ部門（4ヶ月以上） パート ¥865 ～ ¥935 不問 浦河町 不問 不問

3月22日 01161-170781 児童厚生員（4ヶ月以上） パート ¥894 ～ ¥894 不問 新ひだか町 不問 不問

3月22日 01160-142581 看護師（4ヶ月以上） パート ¥1,500 ～ ¥1,800 不問 浦河町
看護師
准看護師
普通運転免許AT

不問

3月22日 01160-179881 介助員（4ヶ月以上） パート ¥840 ～ ¥1,070 不問 浦河町 不問 不問

3月22日 01160-210081
正看護師・准看護師
（4ヶ月以上） パート ¥1,500 ～ ¥1,500 不問 浦河町

看護師
准看護師
普通運転免許AT

不問

3月15日 01160-103781 看護助手（4ヶ月以上） 一般 ¥154,800 ～ ¥163,400 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問

3月15日 01160-88581
一般事務補助員
（4ヶ月以上） 一般 ¥134,800 ～ ¥134,800 不問 浦河町 不問 不問

3月15日 01160-180181 看護職員 一般 ¥162,400 ～ ¥178,700 不問 浦河町
看護師
准看護師

不問

3月15日 01161-302581 総合事務員 一般 ¥182,000 ～ ¥242,000 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許AT

不問

3月15日 01161-303481 企画総務事務 一般 ¥142,600 ～ ¥185,800 59歳以下 新ひだか町
普通運転免許一種
普通運転免許AT

不問

3月15日 01160-43081
看護師又は准看護師
（4ヶ月以上） パート ¥1,240 ～ ¥1,320 不問 浦河町

看護師
准看護師
普通運転免許AT

不問

3月15日 01160-25281 デリカ部門（4ヶ月以上） パート ¥860 ～ ¥860 不問 浦河町 不問 不問

3月15日 01160-68081 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 浦河町 不問 不問

3月15日 01160-33281
看護師・准看護師
（4ヶ月以上） パート ¥998 ～ ¥2,000 不問 浦河町

看護師
准看護師

不問

3月15日 01160-1537571 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 浦河町
普通運転免許ＡＴ
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ２級
介護職員初任者研修

不問
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3月15日 01160-1484871 看護師又は准看護師 パート ¥1,240 ～ ¥1,320 不問 浦河町
看護師
准看護師
普通運転免許AT

不問

3月15日 01160-104881 看護助手（4ヶ月以上） パート ¥900 ～ ¥950 不問 浦河町 普通運転免許ＡＴ 不問
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