
求人番号
受理年月日
形態・就業地

01010-22936111 164,000 8:30～17:15 59

2021/7/2 ～ 8:30～15:00 以

正社員・北見市 札幌市中央区南１条東７丁目 雇 労 健 厚 290,000 下

01040- 8201811 180,000 6:00～20:00

2021/7/2 ～ (の間の8時間) 不問

正社員・北見市 帯広市西１６条南６丁目１３－６ 雇 労 250,000

01040- 8203511 165,600 6:00～20:00

2021/7/2 ～ (の間の8時間) 不問

正社員以外・北見市 帯広市西１６条南６丁目１３－６ 雇 労 165,600

01050- 3746711 154,000 9:00～17:30 59

2021/7/2 ～ 以

正社員・北見市 北見市大正５１番地３６ 雇 労 健 厚 320,000 下

01050- 3747811 180,000 8:30～17:30 59

2021/7/2 ～ 以

正社員・北見市 北見市若葉６丁目４番２号 雇 労 健 厚 250,000 下

01050- 3753111 148,740 8:40～17:20

2021/7/2 ～ 不問

正社員以外・北見市 北見市北８条東１丁目２番地１ 雇 労 健 厚 148,740

01052-  709211 233,420 8:00～17:30 59

2021/7/2 ～ 以

正社員・遠軽町 遠軽町生田原９２番地の９ 雇 労 健 厚 262,150 下

01052-  711311 151,200 8:00～17:00

2021/7/2 ～ 不問

正社員以外・湧別町 遠軽町学田２丁目 雇 労 健 厚 177,120

01040- 8204411 900 6:00～20:00

2021/7/2 ～ (の間の4時間) 不問

パート・北見市 帯広市西１６条南６丁目１３－６ 労 900

01050- 3749511 861 8:00～17:00

2021/7/2 ～ (の間の5時間) 不問

パート・北見市 北見市北進町３丁目１４番３０号 雇 労 861

01050- 3752911 870 10:00～14:00

2021/7/2 ～ 17:00～20:30 不問

パート・北見市 北見市美山町南９丁目３６－６７ 労 900

01052-  710011 1,200 8:00～12:00

2021/7/2 ～ 12:00～16:00 不問

パート・遠軽町 遠軽町大通南１丁目４番地１８ 雇 労 2,000

医療法人
みずしまクリニック

看護師（または準看護
師／遠軽町）

・内科外来における、医師の指
示による看護業務　・診療上の
患者様のお世話

准看護師・看護師
いずれか

北見ハルタシューズ
㈱

革靴製造員 ・学生靴製造工程でのノリ付
け、糸切り、検査等

不問

㈲鳳龍
（札幌ラーメン鳳龍）

接客・調理補助
・接客（注文受け、配膳、会計）
・野菜などの具材を刻む作業
・食器洗い、店内清掃　・徒歩
での出前

不問

パートタイム

フードクリエイト
かわい

調理補助（ホテルベル
クラシック北見） ・調理、盛りつけ等の補助　・食

器洗浄等
不問

協同組合オホーツク
プレカットセンター

ＣＡＤオペレーター
（遠軽町）

◇木造住宅の材料加工業務
・横架材加工機操作　・横架材
の縦加工機操作　・柱材加工
機の操作　・ＣＡＤ入力等

普通自動車免許

遠軽通運㈱
工場内管理補助作業員
（湧別町）

○玉ねぎの選別・加工　・原料
の運搬や投入　・機械や道具
の手入れ　・工員さん達への指
示　・ヘタ取り、皮むき作業等

普通自動車免許
＊フォークリフト
あれば尚可

中央防災㈱ 消防設備の保守点検
・警報設備、消火設備、避難誘
導設備の保守点検　・防犯設
備や電気通信設備の保守点検
等

＊消防設備士
電気工事士
あれば尚可

北海道電力ネット
ワーク㈱北見支店

一般事務員
○庶務業務　・パソコンを使用
してのデータ登録、編集作業
・書類整理　・各種事務業務の
補助等

不問

フードクリエイト
かわい

調理補助（ホテルベル
クラシック北見） ・調理、盛りつけ等の補助　・食

器洗浄等
不問

㈱モトーレン札幌ＢＭＷ
ＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ
北見

メカニックスタッフ ○ＢＭＷ・ＭＩＮＩの修理及び整
備　○車検整備、洗車等

普通自動車免許
（AT限定不可）

日建片桐リース㈱
介護用品の倉庫業務
（北見市）

・電動ベッド、車いす等の介護
用品受け渡し　・商品管理入出
庫に関する簡単な事務処理　・
介護用品の配達引き取り

普通自動車免許

フードクリエイト
かわい

調理員（ホテルベルク
ラシック北見）

・ホテル内での調理全般（朝・
夕・ランチ・結婚式などの宴会
料理）

＊調理師
あれば尚可

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7月5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


