
●　応募を希望される方は、ハローワークで発行する「紹介状」が必要です。
●　応募方法や求人内容の詳細は、ハローワーク紋別（ＴＥＬ　０１５８－２３－５２９１）までお問い合わせ願います。
　　　（開庁時間は土曜・日曜・祝日・休日を除く月～金曜の８：３０～１７：１５）
※　直接、求人者へのお問い合わせはご遠慮ください。
●　ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合もありますのでご了承願います。

形態・就業地
雇用期間

更新の有無

フルタイム

正社員・紋別市
59 184,000 8:00～17:00

北海道紋別市幸町４丁目１番１６号

正社員・紋別市 35 166,000 8:30～17:00

北海道紋別市南が丘町７丁目４７番１号　紋別市スポーツセンター内

正社員・紋別市 79 220,000 9:00～18:00

北海道旭川市9条通15丁目24番地277北商ﾋﾞﾙ３F

正社員・紋別市 79 190,000 9:00～18:00

北海道旭川市9条通15丁目24番地277北商ﾋﾞﾙ３F

正社員・紋別市 18 148,953 8:00～22:00

北海道紋別市真砂町３丁目３－２３

正社員・紋別市
18 136,000 7:30～7:29

北海道紋別市真砂町３丁目３－２３

パートタイム

パート・紋別市
861 9:00～18:00

北海道紋別市落石町3丁目37番20号

パート・紋別市
1,000 9:00～15:00

北海道紋別市新港町２丁目１１番地の７

パート・紋別市 900 9:00～15:00

北海道紋別市新港町２丁目１１番地の７

パート・紋別市
1,000 8:30～17:30

北海道紋別市南が丘町５丁目５ー１６

パート・紋別市 59 973 9:45～18:00

東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館10F

雇用 労災

雇用期間の定めなし
不問 ～

01060- 1487501

雇用 労災 900

訪問介護サービスの提供及びこれに伴う
必要な業務（掃除・調理・買い物・入浴介
助・通院介助　など）に従事します。 最初
は先輩スタッフと一緒に同行し、仕事を覚
えていただき ます。 子供さんの行事やプ
ライベートなど、みんなで助け合いま しょ
う。 午前中の１～２時間勤務のみでも歓
迎！ 

1
人

株式会社　東京ソワール 婦人服販売スタッフ／イ
オン紋別店

レディースフォーマルウェア、アクセサ
リーのコーディネート販売、在庫管理、
ディスプレイなど。プレタポルテから成長
してきた会社です。品質にこだわり、
フォーマルならではの高級感を大切にし
ています。長く働けるお仕事です。週２～
３勤務。

不問

1
人

不問

普通自動車運転免許
必須、ホームヘル
パー２級必須、介護職
員初任者研修修了者
必須、介護福祉士必
須、いずれかの免許・
資格所持で可

マルカイチ水産　株式会社 レジ発送受付、品出し係 海産物の直売店にて接客、発送受付、レ
ジ操作、精算業務を行っていただきます。
来客が無い時間は、品出しや梱包作業を
手伝っていただきます。 
 
 

1
人

株式会社　かさい整骨院

雇用期間の定めなし
以 ～

13040- 96310601

雇用 労災 健康 厚生 下 986

雇用期間の定めなし
不問 ～ (の間の2時間)

01060- 1483401

令和2年11月2日～令
和2年12月26日

不問 ～
01060- 1486201

1,000契約更新の可能性な
し

雇用 労災

マルカイチ水産　株式会社

1,000

ホームヘルパー

不問 ～ 13:00～18:00
01060- 1495501

雇用 労災

株式会社　道東SKプラニング
セイコーマート紋別落石店

コンビニ店員（紋別落石
店）

セイコーマートにて店内およびHotChefの
業務全般に従事します。《主な業務》接
客、電話応対、レジ操作（各種料金支払
含む）、店内外清掃、品出し・陳列作業。
HotChef（おにぎり・総菜・お弁当等）の製
造業務全般。（食材のカットや揚げ物作
業、他スチームコンベンション使用。

不問

861 15:00～20:00

2
人

一般事務（受発注業務） 直売店の小売り受注・出荷補助等の業
務。 
　ＦＡＸ、電話での受注後、パソコンへの入
力、伝票の作成。 
　その他付随する業務。 
 

不問

雇用期間の定めなし
以 ～

01060- 1482101

雇用 労災 健康 厚生 上

紋別観光ハイヤー　株式会社 配車係 ＊お客さまからの電話を受け付け、無線
およびパソコンで営業車に配車を行う仕
事です。 
　勤務は月に１０回程です。　 ≪電話や無
線からの音声を、正確に聞取り、伝達す
ること ができる能力が必要となります≫ 
 

1
人

普通自動車運転免許
必須

136,000

2
人雇用期間の定めなし

1
人雇用期間の定めなし

以 ～ 9:00～22:0001060- 1481901

雇用 労災 健康

紋別観光ハイヤー　株式会社 タクシー運転手 タクシーの運転業務に従事します。 ・お客
様の輸送業務。 ・車輛の日常点検、洗車
及び車内の清掃業務。 ・売上金の集計業
務 ・その他関連する業務。 
 

大型自動車第二種免
許必須、普通自動車
第二種免許必須

厚生 上 148,953 10:50～22:00

雇用期間の定めなし
以 ～

01030- 13468901

1
人雇用期間の定めなし

以 ～01030- 13466301

雇用 労災 健康

雇用 労災 健康 厚生 下

株式会社　LEOC　旭川事務所 （請：紋別市花園町）栄
養士（地域正社員）

当社受託先にて、栄養士業務を行ってい
ただきます。＊栄養管理、献立作成、食
材発注等の給食業務を行います。＊その
他、厨房内のお手伝いがあります。

株式会社　LEOC　旭川事務所 （請：紋別市花園町）管
理栄養士（地域正社員）

当社受託先にて、管理栄養士業務を行っ
ていただきます。＊栄養指導、栄養管
理、献立作成、食材発注等の給食業務を
行います。＊その他、厨房内のお手伝い
があります。

管理栄養士　必須

厚生 下 220,000

1
人

栄養士　必須

200,000

雇用期間の定めなし
以 ～ 9:00～17:30

01060- 1491401

雇用期間の定めなし
以 ～ 8:00～12:0001060- 1490101

雇用 労災 健康 厚生

雇用 労災 健康 厚生 下

特定非営利活動法人　紋別市
体育協会

事務職員 施設の管理運営、スポーツ大会・スポー
ツ教室の企画立案・指導、窓口業務。（企
画・連絡・調整・協力など） 
　 
 

大原病院 准看護師（日勤） 患者の看護業務全般に従事します。 ＊日
勤のみで夜勤はありません。 ＊病棟勤務
が主体です。 ＊通常、日曜日・祝日は公
休となります。 女子寮は入居可能です。 
希望の方には面接時に詳しく説明いたし
ます ≪お子様の小さい方など、勤務時間
について 希望のある方は相談可能です

准看護師必須

1
人

下 202,000

1
人

普通自動車運転免許
必須

182,200 13:00～21:00

令和2年10月16日 (金)

ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１

事業所名
求人番号
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 免許資格
年
齢

賃金 就業時間
求
人
数

ハローワーク紋別

発行日ハローワーク求人情報 市内版


