
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
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 普通自動車運転免許
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 ＊

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-　7647101 0120-812-314　（従業員数　15人） 間の８時間程度 ＊
フロント係 1人 ５９ 150,000円 株式会社　美幌　グランドホテル 網走郡美幌町字栄町２丁目１番地 7:30～15:30 雇用・労災 ＊

以下 ～ 13:30～21:30 健康・厚生 ＊
常用 160,000円 01051-　　295401 0152-73-5101　（従業員数　25人） ＊

調理師 1人 230,000円 株式会社　ＬＥＯＣ 札幌市中央区北１条西４丁目　札幌ノースプラザビル６階 5:30～15:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ３．４/３０　１年毎更新の

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美１０５番地７号 8:00～16:30 健康・厚生 可能性あり/調理師免許/普通自動車

常用 280,000円 01010-14421101 011-200-8808　（従業員数　9人） 免許あれば尚可/調理業務経験

調理員 1人 183,700円 株式会社　ＬＥＯＣ 札幌市中央区北１条西４丁目　札幌ノースプラザビル６階 5:30～15:30 雇用・労災 雇用　～９/３０　１年毎更新の

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美１０５番地７号 8:00～16:30 健康・厚生 可能性あり/普通自動車免許

常用 183,700円 01010-14426501 011-200-8808　（従業員数　9人） あれば尚可/調理業務経験

調理補助 1人 158,650円 株式会社　ＬＥＯＣ 札幌市中央区北１条西４丁目　札幌ノースプラザビル６階 9:30～18:30 雇用・労災 雇用　～９/３０　
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美１０５番地７号 10:00～18:30 健康・厚生 １年毎更新の可能性あり

常用 158,650円 01010-14428301 011-200-8808　（従業員数　9人） 普通自動車免許あれば尚可

塾講師 2人 ４４ 185,000円 津別町公設民営塾 網走郡津別町字幸町４１番地　 11:00～21:00 雇用・労災 普通自動車運転免許
以下 ～ （株式会社　Birth４７） 　　津別町議会議事堂 9:00～19:00 健康・厚生 打ち込み程度のパソコン操作

常用 270,000円 01051-　　296701 0152-77-3700　（従業員数　2人） ＊
土木・舗装技術者 1人 250,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 土木施工管理技士１級又は２級・

不問 ～ 就労地：事務所の他、主に北見・美幌近郊 健康・厚生 舗装施工管理技術者２級又は１級

350,000円 のいずれか/普通自動車免許（ＡＴ限定

常用 01051-　　297801 　　　　　　　　　　（従業員数　6人） 不可）/土木・舗装管理業務経験あれば尚可

土工・舗装工 1人 187,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 普通自動車運転免許
不問 ～ 就労地：主に北見・美幌近郊 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）

常用 308,000円 01051-　　298201 　　　　　　　　　　（従業員数　6人） 土木・舗装作業経験あれば尚可

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
調理員 1人 ６４ 870円 有限会社　ラポートケア 北見市東陵町５７－１０ 9:00～14:00 労災 ＊

以下 ～ 就労地：網走郡美幌町大通北４丁目１９番４号 ＊
880円 　　「希望のつぼみ　美幌」 ＊

常用 01050-　1978201 0152-77-3086　（従業員数　11人） ＊
調理員 1人 960円 株式会社　ＬＥＯＣ 札幌市中央区北１条西４丁目　札幌ノースプラザビル６階 8:30～14:00 雇用・労災 雇用　～９/３０　１年毎更新の

不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美１０５－６ 可能性あり/普通自動車免許

常用 960円 01010-14431701 011-200-8808　（従業員数　3人） あれば尚可/調理業務経験

調理補助 1人 950円 株式会社　ＬＥＯＣ 札幌市中央区北１条西４丁目　札幌ノースプラザビル６階 8:30～14:00 雇用・労災 雇用　～９/３０　
不問 ～ 就労地：網走郡美幌町字稲美１０５－６ １年毎更新の可能性あり

常用 950円 01010-14434501 011-200-8808　（従業員数　3人） 普通自動車免許あれば尚可

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
鉄工作業員・ 1人 150,000円 株式会社　鉄鋼クリエート 網走郡美幌町字美禽３１９番地 8:00～17:00 雇用・労災 雇用　～１２/３１　普通自動車免許/

溶接工 不問 ～ 健康・厚生 ガス溶接技能者、アーク溶接技能者

臨時 200,000円 01051-　　　15800 0152-73-5245　（従業員数　16人） （基本級）あれば尚可/経験者優遇

土工又は舗装工 3人 187,000円 土建屋　株式会社 網走郡美幌町字美富５８８－３９ 7:30～17:00 雇用・労災 雇用　～１２/３１　
不問 ～ 就労地：主に北見・美幌近郊 健康・厚生 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

臨時 308,000円 01051-　　　16000 　　　　　　　　　　（従業員数　6人） 土木・舗装作業経験あれば尚可

◎一般求人

◎パート求人

◎期間雇用求人
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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５月７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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