ハローワーク求人情報 市内版 ２－１

発行日

令和3年7月30日 (金)

● 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

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

ハローワーク紋別
ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１
年
齢

賃金

就業時間

求
人
数

フルタイム
北海道オリオン 株式会社
正社員・紋別市
雇用期間の定めなし

サービスエンジニア（紋 搾乳機を始めとする、酪農関連機器の設 普通自動車運転免許
置、修理、点検、整備を行っていただきま 必須、中型自動車免
別市）
す。先輩社員との同行や講習会（座学、 許あれば尚可
技術）を経ながら業務の幅を広げていた
だきます。

01230-12987011
北海道札幌市白石区本通１８丁目北３番６６号

有限会社 丸富農水
～令和3年12月31日

水産加工

01060- 1076711

契約更新の可能性あ
北海道紋別市南が丘町３丁目１５番１４号
り（原則更新）

長良通商 株式会社

雇用 労災 健康 厚生
ダンプ運転

正社員以外・紋別市
3ヶ月

24050- 4490911

契約更新の可能性な
三重県桑名市大字下深谷部４１５－１
し

税理士法人 北都中央会計
正社員以外・紋別市

以

当社において、次の業務に従事していた 普通自動車運転免許
だきます。・商品管理業務・加工業務、干 必須（AT限定不可）
物が製品化になる前の魚介類の下処理
から真空パック作業前まで※重量物を持
ち上げる作業もありますので、ある程度
体力が必要です。
＊ダンプ運転を担当していただきます。※ 大型自動車免許必須
３ヶ月のスポット業務、グループ会社の
（株）紋別砕石舗道への出向となります。
＊詳しくは面接時に説明いたします。ご応
募お待ちしております。

三桜アサヅマ商事 株式会社
正社員・紋別市 紋別営業所
雇用期間の定めなし

01060- 1068711
北海道紋別市北浜町２丁目９－１０

正社員以外・紋別市

株式会社 ＬＥＯＣ 旭川事務
所

～令和4年9月30日

01030- 9985211

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

8:50～17:00

1
人

159,810 8:00～16:30
不問

1
人

～
200,000

21 246,240 8:00～17:00
以

3
人

～

上 246,240

雇用 労災 健康 厚生
会計・一般事務・データ 会計に関する事務およびＯＡ機器による 普通自動車運転免許
データ入力業務が主体です。＊給与、社 あれば尚可
入力

会保険実務経験、経理業務経験のある
方優遇。＊エクセル操作可能な方。採用
01060- 1065611
1年
日から１年経過後に、勤務評価により正
社員として形態変更の可能性有。（期間
契約更新の可能性あ
雇用 労災 健康 厚生 短縮あり）
北海道紋別市落石町４丁目１０番の１５号
り（原則更新）
よつ葉乳業（株）オホーツク北見工場（紋 普通自動車運転免許
オホーツクはまなす 農業協同 生乳検査員
別市渚滑町）にある集送乳委員会検査室 必須
正社員・紋別市 組合
において主に牛乳の乳質検査業務に従
事します。その他、サンプル容器の洗浄・
雇用期間の定めなし 01060- 1066911
事務整理等の業務もあります。
北海道紋別市落石町４丁目８番９号

～

下 271,000

雇用 労災 健康 厚生

正社員以外・紋別市

39 185,000 8:20～17:20

163,000 8:20～17:50
不問

1
人

～
360,000

59 155,000 8:00～17:00
以

～

9:00～13:00

雇用 労災 健康 厚生

下 155,000

包装資材のセールスドラ 包装資材の販売・配送、製造補助業務に 普通自動車運転免許
従事します。＊主として販売および商品 必須
イバー
（ポリエチレン加工品）を、納品する業務と
なります。また、製造の補助業務も行いま
す。≪管理職候補としての募集です≫責
任感があり、意欲的な方を希望します。

59 180,000 8:30～17:30

雇用 労災 健康 厚生

下 250,000

以

（請：パ：紋別）調理補助 ＊クリニックでお食事を提供するお仕事 普通自動車運転免許
スタッフ（紋別市大山町） です。・調理、盛付、切込、配膳、下膳、食 あれば尚可
器洗浄等の厨房内補助業務を行ってい
ただきます。※雇用期間満了後、１年毎
更新の可能性あり（更新月：１０月）※就
業場所は窓口にお問い合わせ下さい。

1
人

1
人

～

153,187 5:00～13:30
不問

～

8:00～18:00

1
人

163,400 10:00～20:00

雇用 労災 健康 厚生
北海道旭川市１条通８丁目５４２番地 一条緑橋通ビル４階

主に運転配送業務を行います。＊お客様
運送業
有限会社 藪下
が買い物をした食料品をご自宅へ配送す
正社員・紋別市
る業務。その他下記の運搬、配送業務も
あります。＊一般家庭や店舗・事業所か
010601063011
雇用期間の定めなし
ら出される廃棄物収集作業及び運搬。＊
通信販売による商品の納品および簡単な
雇用 労災 健康 厚生 取付作業（配線など）、状況により家具類
北海道紋別市南が丘町7丁目43-23
の組立作業もあります。

普通自動車運転免許
必須（ＡＴ限定不可）、
8トン限定中型自動車
免許あれば尚可、
フォークリフト運転技
能者あれば尚可

64 178,500 8:00～17:00
以

1
人

～

下 199,500

パートタイム
パート・紋別市
～令和3年12月31日

有限会社 丸富農水
01060- 1077811

契約更新の可能性あ
北海道紋別市南が丘町３丁目１５番１４号
り（原則更新）

パート・紋別市
令和3年10月1日～令
和4年1月31日

有限会社 丸富農水

雇用期間の定めなし

雇用 労災 健康 厚生
水産加工

01060- 1078211

契約更新の可能性な
北海道紋別市南が丘町３丁目１５番１４号
し

パート・紋別市

水産加工

渋田海運 株式会社

雇用 労災

当社において、次の業務に従事していた 普通自動車運転免許
だきます。・加工業務、干物が製品化にな 必須（AT限定不可）
る前の魚介類の下処理から真空パック作
業前まで ・発送業務※重量物を持ち上
げる作業もありますので、ある程度体力
が必要です。

【カフェ＆レストランとあんくる】のスタッフ 不問
ホール／厨房スタッフ
（カフェ＆レストランとあ として従事します。・ホール係として、料理
を運ぶなどの接客・サラダにドレッシング
んくる）

01060- 1080311
北海道紋別市南が丘町６丁目９番２２号

当社において、次の業務に従事していた 普通自動車運転免許
だきます。・商品管理業務・加工業務、干 必須（AT限定不可）
物が製品化になる前の魚介類の下処理
から真空パック作業前まで※重量物を持
ち上げる作業もありますので、ある程度
体力が必要です。

雇用 労災 健康 厚生

をかける、ソースを容器に入れるなどの
調理補助・その他、付随する業務 ≪≪
急 募≫≫

861
不問

10:00～16:00
1
人

～
880

不問

861

10:00～16:00

～

13:00～17:00

1
人

900

不問

900

10:00～15:00

～

15:00～21:00

900

17:00～21:00

1
人

