
職　種 募集人数 年齢 賃　金 求 　人 　者 　名 所　　　在　　　地 就業時間 加入保険等 必 要 な 免 許 資 格
営業 2人 ３５ 230,000円 株式会社　セクト 北見市とん田東町４０４番地 9:40～18:00 雇用・労災 普通自動車運転免許

以下 ～ 就労地：「北見本社」または「美幌支店」 7:00～22:00 健康・厚生 エクセル・ワードの簡易
280,000円 （網走郡美幌町東２条南１丁目１－２５） 9:40～15:00 入力

常用 01050-　　135101 0157-23-2183　（従業員数　0人） ＊
自動車整備 1人 ５９ 150,200円 株式会社　ビホロ車輌 網走郡美幌町字日の出１丁目４番地の１ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車運転免許

以下 ～ 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）/自動車
常用 250,000円 01051-　　　68101 0152-73-3716　（従業員数　9人） 整備資格所有者は優遇

事務員 1人 150,000円 株式会社　美幌自動車学校 網走郡美幌町字稲美２５５番地 9:00～18:00 雇用・労災 １年毎の契約更新
不問 ～ 10:00～19:00 健康・厚生 普通自動車運転免許

常用 150,000円 01051-　　　69401 0152-73-2996　（従業員数　12人） ワード・エクセル
技能職（電工） 1人 ５９ 147,900円 陸上自衛隊　美幌駐屯地業務隊 網走郡美幌町字田中国有地 8:15～17:00 公災 雇用　４/１～　第一種電気工事士・第二種

以下 ～ 国家公務員 電気工事士/第三種電気主任技術者免許状

147,900円 共済組合 保有者又は実務経験等（経済産業省の認定校卒業者

常用 01051-　　　71501 0152-73-2114　（従業員数　65人） 又は卒業見込者）により免許取得可能な者

技能職（木工） 1人 ５９ 147,900円 陸上自衛隊　美幌駐屯地業務隊 網走郡美幌町字田中国有地 8:15～17:00 公災 雇用　４/１～　
以下 ～ 国家公務員 ＊

常用 147,900円 01051-　　　72001 0152-73-2114　（従業員数　65人） 共済組合 ＊
医療職 1人 ５９ 188,400円 陸上自衛隊　美幌駐屯地業務隊 網走郡美幌町字田中国有地 8:15～17:00 公災 雇用　４/１～　
（管理栄養士） 以下 ～ 国家公務員 管理栄養士

常用 188,400円 01051-　　　73301 0152-73-2114　（従業員数　65人） 共済組合 ＊
サービスステーション 1人 ４０ 164,500円 北日本石油株式会社 北見市花月町１５番地８ 7:30～16:30 雇用・労災 普通自動車運転免許

スタッフ 以下 ～ 北見販売支店 就労地：網走郡美幌町字新町１丁目３７－１０ 8:30～17:30 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）
218,300円 　　「美幌サービスステーション」 10:00～19:00 ワード・エクセル

常用 01050-　　234701 0157-61-1261　（従業員数　5人） ＊
交通誘導警備員 10人 １８ 158,472円 大道綜合警備株式会社 北見市常磐町３－６－２０ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車運転免許

以上 ～ 北見営業所 就労地：主に北見管内 健康・厚生 交通誘導警備業務資格者優遇

常用 170,400円 01050-　　254001 0157-33-5454　（従業員数　10人） ＊

職　種 募集人数 年齢 賃　金 求 　人 　者 　名 所　　　在　　　地 就業時間 加入保険等 必 要 な 免 許 資 格
製材工場工員 1人 ５９ 154,000円 有限会社　大野林協 網走郡美幌町仲町１丁目３０番地 7:30～17:00 雇用・労災 ＊

以下 ～ 就労地：網走郡美幌町美禽３２７ 健康・厚生 ＊
常用 176,000円 01051-　　　74601 0152-73-2236　（従業員数　8人） ＊

ホールスタッフ 1人 １８ 167,552円 株式会社旭川第一興商 北見市山下町１丁目ダイドーアクシスビル２Ｆ 12:00～2:00 雇用・労災 普通自動車運転免許
以上 ～ ＫａｒａｏｋｅＢｏｘ　e-style　北見店 就労地:網走郡美幌町字大通北１丁目３－１　１Ｆ 又は12:00～2:00の 健康・厚生 あれば尚可

214,200円 　　「e-style　美幌店」 間の７時間程度 ＊
常用 01050-　　277201 0157-23-9123　（従業員数　4人） ＊

道路管理作業員 1人 ６４ 190,000円 協同組合津別町道路管理センター 網走郡津別町字豊永１８番地１ 8:30～17:15 雇用・労災 普通自動車運転免許（ＡＴ

以下 ～ 健康・厚生 限定不可）/大型自動車免許/

常用 250,000円 01051-　　　75901 0152-76-2739　（従業員数　6人） 大型特殊自動車免許
店舗運営・店舗 3人 １８ 220,000円 株式会社　丸千代山岡家 茨城県つくば市小野崎１２７－１ 9:00～18:00 雇用・労災 普通自動車免許
管理・店長候補 ～ ～ 就労地：北見市光西町１６５－１「北見店」、 18:00～3:00 健康・厚生 （ＡＴ限定可）

５９ 330,000円 美幌町稲美６８－１８「美幌店」、 0:00～9:00 財形 ＊
網走市駒場南７丁目２－２「網走店」 又は9:00～8:59の ＊

常用 08040-　　659401 0120-812-314　（従業員数　15人） 間の８時間程度 ＊

職　種 募集人数 年齢 賃　金 求 　人 　者 　名 所　　　在　　　地 就業時間 加入保険等 必 要 な 免 許 資 格
サービス担当 2人 861円 生活協同組合コープさっぽろ 網走郡美幌町字三橋南３の１ 12:00～21:00の 労災 １年毎の更新契約

不問 ～ びほろ店 間の４時間程度 ＊
常用 861円 01051-　　　70201 0152-75-2300　（従業員数　70人） ＊

（障）カレー製造員 6人 861円 株式会社　ちから 北見市常磐町４丁目１６番地３ 8:30～20:30の 雇用・労災 就労継続支援Ａ型事業所

不問 ～ 就労地：本店、三輪店、東店、美幌店 間の４～８時間程度 ＊
861円 （網走郡美幌町青山南５番地）のいずれか ＊

常用 01050-　　255301 　　　　　　　　　　（従業員数　10人） ＊
交通誘導警備員 10人 １８ 930円 大道綜合警備株式会社 北見市常磐町３－６－２０ 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車運転免許

以上 ～ 北見営業所 就労地：主に北見管内 交通誘導警備業務資格者優遇

常用 1,000円 01050-　　257901 0157-33-5454　（従業員数　10人） ＊
ホールスタッフ 1人 880円 株式会社旭川第一興商 北見市山下町１丁目ダイドーアクシスビル２Ｆ 12:00～5:00の 労災 ＊

不問 ～ ＫａｒａｏｋｅＢｏｘ　e-style　北見店 就労地:網走郡美幌町字大通北１丁目３－１　１Ｆ 間の４～５時間程度 ＊
1,000円 　　「e-style　美幌店」 ＊

常用 01050-　　280901 0157-23-9123　（従業員数　4人） ＊
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＊ 応募を希望される方は、ハローワークで『紹介状』の交付を受けてください。 

＊ ハローワークの受付時間は、祝祭日を除く月～金曜日の８：３０～１７：１５です。 

＊ 掲載求人のうち、すでに内定済み・条件変更等の場合がありますので、ご了承ください。 

＊ この求人情報（美幌版）は次の施設でもご利用できます。 

●美幌町役場別館２階    ●津別町役場戸籍係ロビー   ●大空町役場町民係ロビー   ●大空町東藻琴総合支所 １階正面カウンター 

＊ 次の発行は２月５日の予定です。（事情により変更になることがあります。ご了承ください。） 
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1人 8:30～17:30 雇用・労災

不問 ～ 健康・厚生
臨時 0157-33-4546　（従業員数　0人）

◎期間雇用求人
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