
●　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
223,424 8:00～17:30

北海道紋別市港町6丁目2番8号

正社員・紋別市
40 150,000 9:00～17:35

北海道紋別市渚滑町1丁目６－１４９

正社員以外・紋別市
144,648 7:30～17:00

北海道紋別市弁天町１丁目2番地37号

正社員・紋別市
175,000 7:00～17:30

北海道紋別市小向７８８－１０

正社員・紋別市
64 158,700 8:30～17:30

北海道北見市美芳町５丁目２－１３　エムリンクビル２Ｆ

正社員以外・紋別市
142,400 10:00～17:00

北海道紋別市幸町２丁目１番１８号

季節雇用・紋別市
217,000 7:00～17:00

北海道紋別市大山町２丁目１９番３号

パートタイム

パート・紋別市
900 7:00～10:00

北海道札幌市東区北12条東4丁目
1-15 ガーデンコアN12

パート・紋別市
1,060 8:00～21:30

北海道札幌市東区北８条東４丁目１番２０号

【職場のトラブルでお困りの皆様へ】

　総合労働相談コーナーがお手伝いします。お気軽にご相談ください。

　◎名寄総合労働相談コーナー（電話：０１６５４－２－３１８６）　　　◎札幌総合労働相談コーナー（電話：０１１－２２３－８７１２）

　　　（紋別市港湾合同庁舎２Ｆで月１回巡回相談あり。詳細は名寄総合労働相談コーナーへご連絡ください。）

丸ウロコ　三和水産　株式会社 水産加工社員 当工場において、生産管理全般に従事し
ます。＊ホタテ・カニ等の冷凍加工に係る
業務のほか、製品の箱詰め作業・原料な
どの運搬移動作業、その他付随する作
業。大型免許、リフト免許がない方は、免
許取得にあたり会社より費用の補助があ
ります。パソコン操作可能な方歓迎しま
す。

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）、
大型自動車免許あれ
ば尚可、フォークリフト
運転技能者あれば尚
可

3
人雇用期間の定めなし

不問 ～01060-  129211

雇用 労災 健康 厚生 251,808

雇用期間の定めなし
不問 ～

01060-  127711

雇用 労災 健康 厚生 280,000

株式会社　向陽畜産 畜産作業員（肉牛） 肉牛の一般管理作業の他付随する業務
に従事します。朝・夕の給仕および清掃、
牛の健康管理（観察力を要する仕事で
す）＊事前連絡のうえ、見学可能です。＊
業務で必要な、作業着・長靴・手袋等は
支給します。

普通自動車運転免許
必須（ＡＴ限定不可）

1
人

～令和3年4月15日
不問 ～

01240-  340711

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

雇用 労災 健康 厚生 1,130

令和3年4月1日～令
和3年12月31日

不問 ～01060-    3810

契約更新の可能性な
し

雇用 労災 健康 厚生

普通自動車運転免許
必須

3
人

令和3年4月1日～令
和4年3月31日

不問 ～
01060-  124611

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 公災 健康 厚生 142,400

紋別市役所 消費生活相談事務員
（パートタイム会計年度
任用職員）

・消費生活全般に係る相談業務 ・相談業
務遂行のための資料作成 ・消費生活に関
する情報の収集及び提供 ・消費生活啓発
のための出前講座の開催及び啓発資料
の作成 ・消費者被害防止啓発業務 （市
民、各種団体の研修会等でのパンフレッ
ト配布等） 
 

雇用期間の定めなし
以 ～

01050-  316911

雇用 労災 健康 厚生 下 174,300

株式会社　エムリンクホール
ディングス

支援員（紋別市） ◇ほうれん草や小松菜等の栽培を行って
いる植物工場 （紋別市福祉的就労施設）
において、就労支援または 栽培管理を
担っていただきます。 ＊障がい者の就労
支援事業として運営し、障がい者が安心
して 住み続けられるまちづくりを目指して
います。 ＊２０２１年４月１日から新規開設
する事業です。

普通自動車運転免許
必須

令和3年1月15日 (金)

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

ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１

株式会社　サッポロドラッグスト
アー

販売員（化粧品担当／
紋別店）

ドラッグストアにおいて、化粧品販売、売
場管理、発注、 販売促進並びにレジ、品
出し等の店内業務全般に従事して いただ
きます。 
※雇用期間：採用日～Ｒ３／４／１５ （以
降４月・１０月の半年毎更新）

不問

1
人

有限会社　北海道マリンサービ
ス

水産食品加工員（時給
制）

カニ・ホタテ等水産物の加工処理（ボイル
カニの加工、ホタテの貝剥き、梱包作業
等）
作業着・カッパ・マスク・手袋等の支給が
あります。送迎あり。他、付随する業務。

不問

4
人

株式会社　ベネフィット 清掃スタッフ（日常清掃）
（紋別市）

主に店舗内の日常清掃
トイレ（男・女）等の清掃
上記の作業に従事していただきます。
＊６５歳以上の方も歓迎いたします。
＊初めは何度か一緒に作業をしてお教え
いたしますのでご安心下さい。

不問

1
人

普通自動車運転免許
必須

1
人

4
人

282,100

株式会社　山谷建設 土木作業員 紋別市内及び近郊において、土木作業
全般（一般土木・道路土木など）に従事し
ます。 ◆経験のある方で、即戦力となる
方を希望します。 本人の希望により、雇用
開始日が早まることも可です。 雇用期間
（雇用開始日・満了日）は、業務状況によ
り変動する場合があります。 
 

１年
不問 ～

01060-  126111

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

雇用 労災 健康 厚生 144,648

株式会社　ホンダプリモ紋別 事務員 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ紋別　紋別店において、受
付および事務業務に従事します。＊顧客
管理、売掛管理、電話・来客対応、パソコ
ン入力業務（見積書作成、保険に係る業
務・登録業務）のほか、付随する業務。採
用後、新人研修に参加して頂きます。（札
幌宿泊）

普通自動車運転免許
必須

1
人雇用期間の定めなし

以 ～
01060-  128811

雇用 労災 健康 厚生 下 200,000

雇用期間の定めなし
不問 ～ 8:00～11:00

01240-  614711

労災 900 9:00～12:00

ハローワーク紋別

発行日ハローワーク求人情報 市内版


