
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
整備士 1人 160,000円 ヤンマーアグリジャパン株式会社 江別市工栄町１０番地６ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許（ＡＴ限定

不問 ～ 北海道支社 就労地：美幌町美禽１７０－４ 9:00～17:10 健康・厚生 不可）/自動車整備士免許

250,000円 　　「美幌支店」 財形 あれば尚可/農業機械・自動車

常用 01232- 1813101 011-381-2300　（従業員数　14人） などの整備経験あれば尚可

営業 1人 160,000円 ヤンマーアグリジャパン株式会社 江別市工栄町１０番地６ 8:30～17:30 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 北海道支社 就労地：美幌町美禽１７０－４ 9:00～17:10 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）

250,000円 　　「美幌支店」 財形 営業経験あれば尚可
常用 01232- 1825201 011-381-2300　（従業員数　14人） ＊

給食調理スタッフ 4人 １８ 139,482円 キョウワプロテック　株式会社 旭川市６条通８丁目３６－２５　セントラル旭川ビル４階 4:00～13:00 雇用・労災 調理師・普通自動車免許

以上 ～ 旭川事業所 就労地：美幌町字田中　 9:15～18:45 健康・厚生 あれば尚可/調理経験者

194,400円 　　「美幌駐屯地内食堂」 優遇/同現場（就業場所）
常用 01030-13257301 0166-86-0911　（従業員数　10人） 経験者は別途優遇あり

携帯電話販売 2人 ４５ 191,500円 北信テレック　株式会社 函館市大川町８番２６号 9:30～19:00 雇用・労災 ＊
スタッフ 以下 ～ 就労地：美幌町字三橋南３－１ 健康・厚生 ＊

222,500円 　　「ソフトバンク美幌」 ＊
常用 01020-10150001 0138-45-9900　（従業員数　3人） ＊

鉄骨製作施工管理 1人 ６４ 150,000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 普通自動車免許
・生産管理 以下 ～ 　　「事務所」 8:30～17:00 健康・厚生 ＪＷ－ＣＡＤ経験あれば尚可

常用 200,000円 01051-   671701 0152-73-5245　（従業員数　5人） ＊
営業係 1人 200,000円 株式会社　共成レンテム 帯広市西１８条北１丁目１４番地 8:30～17:30 雇用・労災 雇用　６ヶ月

不問 ～ 就労地：美幌町字美禽２９６－３ 健康・厚生 契約更新の可能性あり
250,000円 　　「（株）共成レンテム　美幌営業所」 財形 普通自動車免許

常用 01040-11068701 0152-75-2166　（従業員数　6人） （ＡＴ限定不可）
商品開発職 1人 ３５ 189,500円 クレードル食品株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 8:00～17:00 雇用・労災 普通自動車免許

（試作） 以下 ～ 健康・厚生 ワード・エクセル操作
常用 256,000円 01051-   676301 0152-73-3175　（従業員数　401人） ＊

  
玉葱・馬鈴薯検品作業、 1人 200,000円 美幌地方広域農業協同組合 網走郡美幌町字稲美１７４番地の８ 8:30～17:00 雇用・労災 雇用　～Ｒ３.３/３１　更新の可能性あり/

フォークリフト作業等 不問 ～ 連合会 健康・厚生 フォークリフト運転技能者あれば

常用 200,000円 01051-   677601 0152-73-5176　（従業員数　25人） 尚可/フォークリフト経験者優遇

営業スタッフ 1人 ４０ 178,200円 日農機　株式会社 河東郡音更町字音更西２線１７番地２６ 8:30～17:15 雇用・労災 普通自動車免許
以下 ～ 就労地：美幌町高野９２番地 健康・厚生 （ＡＴ限定不可）

234,000円 　　「日農機（株）　美幌営業所」 財形 ＊
常用 01040-11454101 0155-45-4555　（従業員数　6人） ＊

歯科衛生士 1人 180,000円 医療法人社団　弘英アライアンス 旭川市宮下通９丁目３９６番地３ 8:30～19:30 雇用・労災 歯科衛生士
不問 ～ 就労地：美幌町字三橋南 14:00～19:30 健康・厚生 経験者優遇

250,000円 　　「美幌かみあわせ歯科クリニック」 8:30～13:00（土） ＊
常用 01030-13650601 0166-26-1622　（従業員数　4人） ＊

歯科助手 1人 170,000円 医療法人社団　弘英アライアンス 旭川市宮下通９丁目３９６番地３ 8:30～19:30 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 就労地：美幌町字三橋南 14:00～19:30 健康・厚生 経験者優遇

230,000円 　　「美幌かみあわせ歯科クリニック」 8:30～13:00（土） ＊
常用 01030-13651901 0166-26-1622　（従業員数　4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
調理補助 1人 925円 株式会社　ＬＥＯＣ 札幌市中央区北１条西４丁目２番２号　札幌ノースプラザビル６階 5:30～13:30 労災 雇用　～Ｒ３．９/３０

不問 ～ 就労地：津別町字幸町６１ 9:00～19:00 １年毎更新の可能性あり

常用 925円 01010-32785201 011-200-8808　（従業員数　7人） 普通自動車免許あれば尚可

夜間清掃スタッフ 3人 １８ 1,080円 クレードル食品　株式会社 網走郡美幌町字稲美１６４番地 22:00～1:00 労災 普通自動車免許（通勤用）

（機械の洗浄） ～ ～ 深夜加算込　時給１，３５０円

常用 ５９ 1,080円 01051-   667001 0152-73-3175　（従業員数　401人） ＊
清掃員 1人 870円 東京美装北海道株式会社 網走郡美幌町字稲美２１２番地２９ 7:00～11:30 雇用・労災 ＊

不問 ～ 北見支店　美幌オフィス 就労地：美幌町仲町２丁目３８番地 ＊
常用 870円 01051-   668301 0152-72-4127　（従業員数　10人） ＊

携帯電話販売 1人 ５９ 1,000円 北信テレック　株式会社 函館市大川町８番２６号 9:30～14:30 労災 ＊
スタッフ 以下 ～ 就労地：美幌町三橋南３－１ 14:00～19:00 ＊

1,200円 　　「ソフトバンク　美幌」 ＊
常用 01020-10192001 0138-45-9900　（従業員数　3人） ＊

調理員 1人 930円 社会福祉法人　夢つべつ 網走郡津別町字新町２１ 7:30～12:30 雇用・労災 雇用　～Ｒ３．３/３１
不問 ～ 8:00～13:00 年度毎の契約更新

930円 7:30～15:00の 調理師
常用 01051-   672801 0152-77-3231　（従業員数　38人） 間の５時間（土） 調理関係業務経験

工場作業員 2人 870円 株式会社　田村精肉店卸部 網走郡美幌町字大通北４丁目１２番地 8:30～17:00の 雇用・労災 普通自動車免許
不問 ～ 間の５時間以上 （ＡＴ限定不可）

常用 900円 01051-   673201 0152-73-3125　（従業員数　11人） ＊
販売員 1人 870円 株式会社　田村精肉店 網走郡美幌町字大通北４丁目１２番地 9:00～15:00 雇用・労災 普通自動車免許

不問 ～ （ＡＴ限定不可）
常用 870円 01051-   674501 0152-73-3125　（従業員数　4人） ＊

クリーニング店 1人 861円 有限会社　美幌クリーニング商会 網走郡美幌町字仲町１丁目４４番地の７ 10:00～14:30 労災 ＊
受付兼包装 不問 ～ 就労地：美幌町三橋南３－１ 14:30～19:00 ＊

常用 861円 01051-   675001 0152-73-3366　（従業員数　2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
製造スタッフ 2人 861円 株式会社　マルワ製麺 網走郡美幌町字大通南５丁目４番地 8:00～12:00 雇用・労災 ＊

不問 ～ 13:00～17:00 ＊

◎一般求人

◎パート求人

◎パート求人
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常用 1,126円 01051-   678901 0152-73-3371　（従業員数　17人） ＊
調理員 1人 1,000円 株式会社　きたみらい 紋別市幸町５丁目１－１８ 8:00～14:00 雇用・労災 調理師免許あれば尚良し

不問 ～ 就労地：美幌町栄町１丁目１０－６ ＊
1,000円 　　「美幌藤幼稚園」 ＊

常用 01060- 1501101 0158-24-2207　（従業員数　4人） ＊
清掃員 1人 870円 東京美装北海道株式会社 網走郡美幌町字稲美２１２番地２９ 8:30～11:30 労災 ＊

不問 ～ 北見支店　美幌オフィス 就労地：美幌町字稲美１７４番地８ ＊
常用 870円 01051-  679101 0152-72-4127　（従業員数　1人） ＊

◎期間雇用求人

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
スキー場従業員 5人 63,120円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:15～17:00 労災 雇用　１２月中旬～Ｒ３．３月上旬

（リフト運行） 不問 ～ 就労地：美幌町字美禽１７５－１ 16:30～21:15 ＊
126,240円 　　「美幌町リリー山スキー場」 9:00～17:00 ＊

臨時 01051-    53100 0152-73-4117　（従業員数　26人） ＊
スキー場従業員 2人 63,120円 美幌町役場 網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地 8:15～17:00 労災 雇用　１２月中旬～Ｒ３．３月上旬

（券売） 不問 ～ 就労地：美幌町字美禽１７５－１ 16:30～21:15 ＊
126,240円 　　「美幌町リリー山スキー場」 9:00～17:00 ＊

臨時 01051-    54400 0152-73-4117　（従業員数　26人） ＊
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