
求人番号
受理年月日
形態・就業地

01050- 3284011 149,940 9:00～17:00

2021/6/18 ～ 不問

有期雇用派遣・北見市 北見市中央三輪１丁目３７１－７ 雇 労 健 厚 149,940

01050- 3285311 155,520 7:00～16:00 64

2021/6/18 ～ 10:00～19:00 以

正社員・北見市 北見市桜町６丁目１－１ 雇 労 健 厚 155,520 下

01050- 3286611 171,600 7:30～18:30 59

2021/6/18 ～ 8:00～13:00 以

正社員・北見市 北見市大通東７丁目１０番地２ 雇 労 健 厚 187,200 13:00～18:00 下

01050- 3287911 172,800 8:00～17:00

2021/6/18 ～ 不問

有期雇用派遣・津別町 北見市とん田東町３９７番地 雇 労 健 厚 172,800

01050- 3288111 185,000 9:00～18:00 64

2021/6/18 ～ 以

正社員・北見市 北見市北４条西５丁目９番地 雇 労 健 厚 220,000 下

01050- 3289711 122,584 8:00～17:00

2021/6/18 ～ 8:00～16:00 不問

正社員以外・北見市 北見市小泉２４６番地２ 雇 労 健 厚 140,096

01050- 3267511 155,000 10:00～19:00

2021/6/16 ～ 不問

正社員以外・北見市 北見市北進町１丁目１４－７ 185,000

01050- 3272711 205,500 7:00～16:00 18

2021/6/16 ～ 9:00～18:00 ～

正社員・北見市 北見市川東６２－２１ 雇 労 健 厚 235,500 11:30～20:30 59

01050- 3282511 950 9:00～13:00

2021/6/18 ～ (の間の3時間) 不問

パート・北見市 北見市北進町４丁目２番３９号 労 1,300

01050- 3283411 1,000 6:00～11:00

2021/6/18 ～ 不問

パート・北見市 北見市南町１丁目５番４号 雇 労 1,000

01230-10861811 900 9:00～19:30

2021/6/18 ～ (の間の4時間) 不問

パート・美幌町 札幌市白石区栄通２０丁目１２－２０ 雇 労 1,030

01050- 3277011 861 23:00～8:00 18

2021/6/17 ～ 1:00～9:00 以

パート・北見市 北見市北６条西１丁目 雇 労 861 上

01050- 3278311 880 6:00～13:00

2021/6/17 ～ 不問

パート・北見市 北見市北６条西１丁目 雇 労 950

㈱ビ－シ－マネ－ジメ
ントサ－ビス（ホテル
ベルクラシック北見）

ナイトフロント係 ◇夜間フロント業務　・接客、電
話応対　・チェックイン、チェック
アウト業務　・パソコン入力

不問

㈱ビ－シ－マネ－ジメ
ントサ－ビス（ホテル
ベルクラシック北見）

レストランホール
スタッフ

◇当ホテルレストランでの業務
・料理、飲物等の提供　・配膳、
下膳

＊調理師免許
あれば尚可

北海道北見バス㈱ 車両清掃員
○バス車両の洗車業務　・ブラ
シを使用しての洗車業務　・給
油、車庫への格納　・タイヤの
氷落とし等

大型自動車免許

㈱北海道三喜
レジ兼販売スタッフ
（サンキ美幌店）

・商品の陳列、補充、整理、発
注　・接客、商品説明、レジ業
務　・在庫、商品管理　・清掃

不問

パートタイム

㈱ジオビット 店舗等の清掃業務 ・エントランス、ホール、水回
り、エレベーター等　・掃き掃除
・拭き掃除　・ゴミ回収、廃棄

普通自動車免許

ＥＹＥ　Ｌａｓｈ　ＭＡＯＮ アイスタイリスト ・まつ毛エクステ、まつ毛カー
ル施術　・カウンセリング　・メ
ニューの説明　・電話対応

美容師
＊普通自動車免許
あれば尚可

㈱ピッチ＆パッチ
「ケアホームたんＱ」

世話人・生活支援員
身体障がい・知的障がい・精神
障がいの方へ食事・入浴・排泄
等の介護や日常生活・簡単な
作業などの支援

普通自動車免許
＊介護職員初任者

研修以上
あれば尚可

㈲まるみ衣裳店
ブライダル美容師
（初心者・見習い可）

・新郎新婦のお支度、そのヘル
プ　・ヘアセット　・着付け　・結
婚式に際する接客応対　・カメ
ラマンの補助

普通自動車免許
美容師

＊着付け免許
あれば尚可

㈱ライフサポート
北見

総務・経理事務員 ・金融機関振込等各種手続き
・勤怠管理　・給与計算　・経理
事務　・銀行まわり等

普通自動車免許

学校法人北見竜谷学園
認定こども園
北見さくら幼稚園

幼稚園教諭・保育士 ◇３歳～５歳児までの保育教
育全般

幼稚園教諭免許
保育士

㈱アウトソーシング
北見サテライト

工場内での食品製造
（津別町） ・コロッケなどの冷凍食品の製

造や梱包作業
不問

㈱アスクゲート
イースト

配送業務・倉庫管理
業務（中ノ島） ・出荷、配送　・商品の仕入れ、

荷受け　・倉庫内での仕分け
普通自動車免許

一般社団法人はな 調理職員
・食材の下ごしらえ、簡単な調
理　・盛り付け、配膳、下膳　・
調理器具や食器等の洗浄、ゴ
ミ処理　・清掃

不問

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6月21日(月)

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

●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


