
●　応募を希望される方は、ハローワークで発行する「紹介状」が必要です。
●　応募方法や求人内容の詳細は、ハローワーク紋別（ＴＥＬ　０１５８－２３－５２９１）までお問い合わせ願います。
　　　（開庁時間は土曜・日曜・祝日・休日を除く月～金曜の８：３０～１７：１５）
※　直接、求人者へのお問い合わせはご遠慮ください。
●　ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合もありますのでご了承願います。

形態・就業地
雇用期間

更新の有無

フルタイム

有期雇用派遣労働者・紋別市

180,600 8:00～17:30

北海道北見市中央三輪１丁目３７１－７

正社員以外・紋別市
156,000 9:00～18:00

北海道札幌市白石区菊水３条５丁目１番２号

パートタイム

パート・紋別市
969 12:00～16:00

北海道紋別市花園町３丁目４番３９号

パート・紋別市
979 18:00～22:00

北海道紋別市花園町３丁目４番３９号

パート・紋別市
899 9:00～21:20

北海道紋別市花園町３丁目４番３９号

パート・紋別市
920 9:00～16:00

北海道紋別市渚滑町９丁目１１番地

パート・紋別市
950 14:00～19:00

北海道紋別市本町６丁目３－２２

パート・紋別市
920 7:00～11:00

北海道紋別市渚滑町１丁目２番１号

パート・紋別市
920 6:00～10:00

北海道紋別市渚滑町１丁目２番１号

パート・紋別市
929 9:00～17:00

北海道紋別市花園町７丁目６－３８

パート・紋別市
890 9:00～20:30

広島県東広島市西条吉行東１丁目４番１４号

株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ
／ダイソー）

販売（ダイソー紋別店＿
７９２１）

店舗の運営に関わる、レジ接客・ご案内・
品出し・商品整理などをスタッフ全員で協
力して行います。 店舗毎に勤務時間の詳
細が異なります。 応募時にお問い合わせ
ください。 
 

不問

3
人6ヶ月

不問 ～ (の間の4時間)
34020- 6440821

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

労災 915

西紋別地域通年雇用促進支援
協議会

就労相談員 季節労働者の雇用・就業に関する相談業
務。 協議会の各事業等の案内。 季節労働
者の通年雇用促進支援事業の実施。【応
募期限　令和４年９月２０日（火）まで】 ⇒
応募状況によっては、早めに締切ることも
あります。

不問

1
人

令和4年10月1日～令
和5年3月31日

不問 ～
01060- 1510721

契約更新の可能性な
し

労災 929

北雄ラッキー　株式会社　シテ
イもんベつ店

店舗管理業務 店舗の管理業務に従事していただきま
す。・商品の搬入、検品、伝票整理・店内
の買物カゴ、ショッピングカートの整理・駐
車場の清掃　・店舗の開錠※勤続半年後
には有休も取得できます。指導もマン
ツーマンで行います。未経験者も大歓迎
です。

普通自動車運転免許
あれば尚可

1
人6ヶ月

不問 ～
01060- 1509921

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

労災 920

北雄ラッキー　株式会社　シテ
イもんベつ店

清掃担当 主に清掃担当スタッフとして、店内の清掃
全般および接客業務に従事します。 床掃
き・磨き掃除、トイレ清掃、バックヤードの
清掃を行っていただきます。 ＊勤務日数
応相談 ＊土・日・祝日勤務出来る方歓
迎。 ＊半年毎の契約更新になります。 ＊
ユニフォームの貸与あり。 

不問

1
人6ヶ月

不問 ～ 12:00～16:00
01060- 1508621

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 920

株式会社　丸キ　宮川商店 販売店員（配達） ・弊社取り扱いの食料品等の商品を、取
引飲食店や個人客宅へ配達するお仕事
です。・パソコンによる納品書・領収書の
発行やレジ打ち業務を担当することもあり
ます。※応募希望者は事前に、履歴書・
紹介状を所在地宛て提出して下さい。後
日、書類選考結果の連絡をいたします。

普通自動車運転免許
必須

1
人雇用期間の定めなし

不問 ～ 10:00～14:00
01060- 1507321

雇用 労災 1,000

住友林業株式会社　山林部
紋別山林事業所

苗木生産に関わる付帯
業務

育苗ハウスにおいて、カラマツ等の苗木
生産に関わる業務を実施していただきま
す。《主な業務》＊小さな苗木の挿木（植
木の枝から小さな枝を取って、新しい 植
木を作る）＊小さな苗木の移植（小さな苗
木を、別の容器に植え替える） ＊苗木の
選別（大きさを測って揃える） 
 

不問

1
人～令和4年11月30日

不問 ～ (の間の3時間)
01060- 1511821

契約更新の可能性な
し

雇用 労災 920

6ヶ月
不問 ～ (の間の7時間)

01060- 1516621

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

雇用 労災 899

6ヶ月
不問 ～

01060- 1515321

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

労災 979

6ヶ月
不問 ～ 18:00～22:00

01060- 1514421

契約更新の可能性あ
り（原則更新）

雇用 労災 969

イオン北海道株式会社　イオン
紋別店

農産コーナー担当 イオン紋別店の農産コーナーで、商品の
品出し、値札変更業務、加工・パック詰
め、作業場の清掃を行います。 マニュア
ルがあり、誰にでも手順通りに作ることが
できます。 入社時に、衛生教育の研修を
行います。※教育制度がしっかりしている
ので、未経験者も安心して働けます。 
 

不問

ブリヂストンタイヤソリューショ
ンジャパン　株式会社　北海道
エリア

（ア）倉庫・配送業務員
（紋別市）

当社営業所の倉庫・配送業務（入出庫業
務、ルート配送）を行なっていただきま
す。 ＊配達用トラックは１．５ｔ～２ｔトラック
使用します （マニュアル車あり） ＊取扱商
品：タイヤ・ホイール・リトレッドタイヤ・カー
用品 ＊雇用期間満了後、３～６ヶ月毎の
契約更新予定 

普通自動車運転免許
必須（AT限定不可）

1
人2ヶ月

不問 ～ 9:00～17:30
01230-18543421

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 健康 厚生 166,400

株式会社アスクゲートイースト ホタテ・カニの加工（紋別
市）

◇水産加工会社にてホタテの貝むきやカ
ニの加工業務を 行っていただきます。＊
初心者も歓迎します。 ＊日払い制度あり
（スマホで簡単申請） ＊住み込みアパー
ト・寮あり ＊市内送迎あり ＊制服貸出あり

不問

2
人～令和4年12月31日

不問 ～
01050- 5477921

契約更新の可能性あ
り（条件あり）

雇用 労災 健康 厚生 180,600

1
人

イオン北海道株式会社　イオン
紋別店

食品チェッカー業務 食品のレジ精算業務を行います。 レジ
は、ピッピッとバーコード読み取りなので、
難しくありません。 しっかりと、入社時教
育・レジトレーニングを行いますので、初
めての方もしっかり指導いたします。 ≪未
経験者も安心して働けます≫お子様のい
らっしゃる方も、たくさん働いております。 
 

不問

2
人

イオン北海道株式会社　イオン
紋別店

総合催事場担当 お中元・お歳暮・その他ギフト受付や包
装、宅配便の受付、ギフト期間外は催事
場のレジ・接客など。 各種承り業務は、端
末にて行いますので、簡単です。先輩か
らの指導サポートあります。入社時研修
もしっかりしているので、未経験者も安心
して働くことができます。

不問

2
人

令和4年9月16日 (金)

事業所名
求人番号
所在地

職種名
加入保険

仕事の内容 免許資格
年
齢

賃金 就業時間
求
人
数

ＴＥＬ (０１５８) ２３－５２９１

ハローワーク紋別

発行日ハローワーク求人情報 市内版


