
求人番号
受理年月日
形態・就業地

01010-37644911 154,000 8:30～16:30 18

2021/10/19 ～ 12:00～20:00 以

正社員以外・北見市 札幌市中央区南１条西４丁目４－１ 雇 労 健 厚 154,000 16:00～0:00 上

01010-37690011 228,480 10:00～20:00

2021/10/19 ～ (の間の8時間) 不問

有期雇用派遣・北見市 札幌市中央区南２条東２丁目８－１ 雇 労 健 厚 228,480

01010-37693911 196,000 8:00～18:00 59

2021/10/19 ～ 以

正社員・北見市 札幌市中央区南１４条西１８丁目５－１ 雇 労 健 厚 254,000 下

01050- 5503611 145,000 9:00～18:00

2021/10/19 ～ (の間の6時間) 不問

正社員以外・北見市 北見市東三輪１丁目３１－９９ 雇 労 健 厚 200,000

01050- 5505111 200,000 8:00～17:30 64

2021/10/19 ～ 以

正社員・北見市 北見市東三輪１丁目３１－８４ 雇 労 健 厚 250,000 下

01050- 5506711 145,000 9:30～17:30

2021/10/19 ～ (の間の6時間) 不問

正社員以外・北見市 北見市東三輪１丁目３１－９９ 雇 労 健 厚 200,000

01050- 5509511 200,500 8:00～17:30 40

2021/10/19 ～ 8:30～17:00 以

正社員・北見市 北見市大通東８丁目１４ 雇 労 健 厚 251,800 下

13060-14249011 275,000 9:00～17:45 59

2021/10/19 ～ 以

正社員・北見市 東京都大田区南蒲田２－１６－２ 雇 労 健 厚 330,000 下

01050- 5498611 206,500 7:00～16:00 18

2021/10/18 ～ 9:00～18:00 ～

正社員・北見市 北見市川東６２－２２ 雇 労 健 厚 236,500 11:30～20:30 59

01050- 5502311 950 8:30～17:30

2021/10/19 ～ (の間の5時間) 不問

パート・北見市 北見市相内町１２３番地 雇 労 950

01050- 5504911 1,200 8:00～17:30

2021/10/19 ～ (の間の4時間) 不問

パート・北見市 北見市東三輪１丁目３１－８４ 雇 労 1,500

01050- 5507811 900 9:30～20:00

2021/10/19 ～ (の間の4時間) 不問

パート・北見市 置戸町中央９４－１ 労 1,000

01050- 5508211 889 6:00～8:30

2021/10/19 ～ 8:00～13:00 不問

パート・北見市 北見市常盤町３丁目１４－１０ 雇 労 950

01052- 1003411 900 7:30～10:30

2021/10/19 ～ 13:00～16:00 不問

パート・遠軽町 遠軽町岩見通南２丁目 労 900

㈱太陽流通
パチンコ店ホールスタッフ
（パーラー太陽本町店）

・接客、遊戯後の台まわり清掃
 ・お客様のお出迎えやご案内 ・
店内でのアナウンス ・賞品交
換や補充など 

不問

㈱フェローズ
札幌支店

家電量販店でのスマホの
ご案内・受付（北見市） 家電量販店（ヤマダ電機北見

店）でのスマホのご案内・受付
＊普通自動車免
許　　あれば尚可

フルタイム

事業所名
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 免許資格 賃金 就業時間
年
齢

発行日：令和3年10月20日(水)

㈲絆 看護及び介護員
○看護業務、機能訓練指導業
務及び 介護業務・健康状態や
症状のチェック ・服薬、食事、
排せつの介助など 

普通自動車免許
看護師・准看護師

いずれか

㈱ＢＥ
美容師または
アシスタント（中ノ島町）

・美容技術の提供業務 ・接客
業務 ・店内の清掃 ・その他、付
随する業務 

不問
＊美容師免許
あれば優遇

㈱ツクイ　北海道圏
介護職員／ケアクルー
（北見常盤）

デイサービスにおける介護業
務・送迎・入浴、排泄、移動、
食事介助、機能訓練補助 ・レク
リエーション実施、企画 等

普通自動車免許
介護職員初任者研

修・

ヘルパー２級
いずれか

㈱ＢＥ
美容師または
アシスタント

・美容技術の提供業務 ・接客
業務 ・店内の清掃 ・その他、付
随する業務 

不問
＊美容師免許
あれば優遇

㈱ピッチ＆パッチ
きたみ川東

世話人・生活支援員
「ケアホームところがわ」にお
ける身体障がい・軽度の知的
障がい・精神障がいの方への 
生活支援全般 

普通自動車免許
＊介護職員初任
者研修以上尚可

パートタイム

㈱長谷川建材 配送スタッフ
◇建設現場に建築資材等を搬
入する業務 ・トラックに、ボー
ド・コンパネ・什器等を 積み運
搬し、下ろす仕事

普通自動車免許
（AT限定不可）

＊中型自動車免
許（８ｔ限定可）尚

可

㈱ニコン・トリンブル
技術営業（北見・
オホーツク地域担当）

◇計測機器や自動操舵システ
ムに関する技術営業・農機
メーカ等への営業 ・製品の実
演の取り付け ・製品サポート

普通自動車免許

㈲カネヨ　西島食品
そば屋ホールスタッフ
（端野町）

◇そば屋でのホール業務・注
文受け ・配膳、下膳 ・簡単な調
理補助 ・食器洗浄、清掃 

不問

学校法人栗原学園 調理補助
◇専門学校内のレストラン厨
房内での 調理補助業務 ・湯沸
し ・食材の準備 ・下ごしらえ ・調
理器具の洗浄、清掃など 

不問

社会福祉法人
あいの杜

保育補助・事務補助
（ひかり野）

◇保育補助業務 （０～２歳児）
◇事務補助業務 ◇その他の
業務 

不問

㈲絆 看護職
○看護業務、機能訓練指導業
務 及び介護業務・健康状態
や、症状のチェック ・服薬や食
事、排せつの介助など

普通自動車免許
看護師・准看護師

いずれか

オホーツク美装興業㈱ 清掃員（遠軽町役場） 遠軽町役場における清掃業務
全般 

不問

応募する際はハローワークで発行する「紹介状」が必要です。

求人者への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

随時紹介を行っており、すでに決定済となっている場合もあります。

日刊ハローワーク求人情報

https://www.hellowork.go.jp
ハローワーク インターネットサービス 検索



求人番号
受理年月日
形態・就業地

01240-20349011 890 9:00～21:00

2021/10/19 ～ (の間の4時間) 不問

パート・北見市 札幌市東区伏古１３条３丁目２１－１ 労 890

01240-20350911 890 9:00～21:00

2021/10/19 ～ (の間の4時間) 不問

パート・北見市 札幌市東区伏古１３条３丁目２１－１ 労 890

㈱トライアルオペレー
ションズ北海道営業所

（障）商品管理担当
（北見中ノ島店）

スーパーセンタートライアル北
見中ノ島店の店舗スタッフ ・商
品管理担当 

不問

㈱トライアルオペレー
ションズ北海道営業所

商品管理担当
（北見中ノ島店）

スーパーセンタートライアル北
見中ノ島店の店舗スタッフ ・商
品管理担当 

不問

事業所名
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 免許資格 賃金 就業時間
年
齢

パートタイム

●ハローワーク北見 ： ０１５７－ ２３－６２５１ ●ハローワーク遠軽 （遠軽町・湧別町・佐呂間町の求人） ： ０１５８－４２－２７７９

●ジョブサポートきたみ ： ０１５７－ ３３－１８８５ ●ハローワーク美幌（美幌町・津別町の求人） ： ０１５２－７３－３５５５


