
求人番号 企　業　名 所在地 就労場所 雇用期間 賃金形態 職　種

19801 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会
札幌市中央区大通西19丁目
札幌市社会福祉総合センター1F

札幌市社会福祉総合センター 定めあり 月給 156,000 円 清掃スタッフ

19802 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会
札幌市中央区大通西19丁目
札幌市社会福祉総合センター1F

札幌市役所本庁舎
（札幌市中央区北1条西2丁目）

定めあり 月給 156,000 円 清掃スタッフ

19803 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会
札幌市中央区大通西19丁目
札幌市社会福祉総合センター1F

札幌市役所本庁舎
（札幌市中央区北1条西2丁目）

定めあり 時給 950 円 清掃スタッフ

19804 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会
札幌市中央区大通西19丁目
札幌市社会福祉総合センター1F

里塚斎場待合棟
（札幌市清田区里塚506番地）

定めあり 時給 870 円 喫茶コーナースタッフ

19805 株式会社　バーチャルイン 中央区北1条西7丁目　北1条大和田ﾋﾞﾙ 4F 所在地と同じ 定めあり 時給 900 円 事務・モデル（フルタイム）

19806 株式会社　バーチャルイン 中央区北1条西7丁目　北1条大和田ﾋﾞﾙ 4F 所在地と同じ 定めあり 時給 1,000 円 事務・モデル（パート）

19807 株式会社　ディノス・セシールコミュニケーションズ
中央区大通西7丁目1-1
井門札幌ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ6F

中央区大通西7丁目1-1
井門札幌ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ12F

定めあり 時給 900 円 テレコミュニケーター（受信）

19808 株式会社　ディノス・セシールコミュニケーションズ
中央区大通西7丁目1-1
井門札幌ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ6F

中央区大通西7丁目1-1
井門札幌ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ12F

定めあり 時給 900 円 テレコミュニケーター（受信）

19809 株式会社　ディノス・セシールコミュニケーションズ
中央区大通西7丁目1-1
井門札幌ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ6F

所在地と同じ 定めあり 時給 900 円 テレコミュニケーター（受信）

19810 株式会社　ディノス・セシールコミュニケーションズ
中央区大通西7丁目1-1
井門札幌ﾊﾟｰｸﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ6F

所在地と同じ 定めあり 時給 900 円 テレコミュニケーター（受信）

19811 橋本観光　株式会社 中央区南2条東2丁目4番地
ホテルハシモト
（中央区南2条東2丁目4番地）

定めなし 時給 861～900 円 フロント

19812 ＳＡＴＯ社会保険労務士法人 東区北5条東8丁目1-33 所在地と同じ 定めあり 月給 150,000 円 一般事務

19813 ＳＡＴＯ社会保険労務士法人 東区北5条東8丁目1-33 所在地と同じ 定めあり 時給 861 円 一般事務

19814 株式会社　ブレーンナレッジシステムズ北海道支部 中央区北2条西3丁目1-12　敷島ビル7階 札幌市内・近郊 定めなし 月給 220,000～320,000 円 プログラマー

19815 株式会社　アルワン 東区北23条東8丁目2-3
楽ゆう館もとまち
（東区北30条東20丁目7-20）

定めなし 月給 166,000～186,000 円 介護員

19816 株式会社　アルワン 東区北23条東8丁目2-3
楽ゆう館もとまち
（東区北30条東20丁目7-20）

定めなし 時給 880～930 円 介護員

19817 株式会社　アルワン 東区北23条東8丁目2-3
楽ゆう館ふしみ
（中央区南15条西19丁目4-1）

定めなし 月給 166,000～186,000 円 介護員

19818 株式会社　アルワン 東区北23条東8丁目2-3 所在地と同じ 定めなし 月給 166,000～186,000 円 福祉用品のレンタル、販売

19819 株式会社　アルワン 東区北23条東8丁目2-3
楽ゆう館もとまち
（東区北30条東20丁目7-20）

定めなし 時給 880～930 円 清掃員

19820 株式会社　ティーケーピー 中央区北2条西2丁目19 TKP札幌ﾋﾞﾙ 4F 所在地および札幌駅・大通駅より徒歩10分程度 定めなし 月給 200,000 円 事務職

19821 株式会社　ティーケーピー 中央区北2条西2丁目19 TKP札幌ﾋﾞﾙ 4F 所在地および札幌駅・大通駅より徒歩10分程度 定めあり 時給 900 円 事務職（パート）

19822 株式会社　北海道イエローハット 清田区里塚2条7丁目1-1 札幌市内7店舗・恵庭恵央店・余市店 定めなし 月給 200,100 円 カー用品販売員

19823 株式会社　北海道イエローハット 清田区里塚2条7丁目1-1 札幌市内7店舗・恵庭恵央店・余市店 定めあり 時給 950 円 カー用品販売員（各店舗１人）

19824 リンケージサービス　株式会社 中央区北2条西2丁目 STV北2条ビル 2F 北区・中央区の5カ所のコールセンター 定めなし 月給 163,000～166,000 円 コールセンタースタッフ

19825 リンケージサービス　株式会社 中央区北2条西2丁目 STV北2条ビル 2F 北区・中央区の5カ所のコールセンター 定めあり 時給 1,000 円 ｺｰﾙｾﾝﾀｰｽﾀｯﾌ（契約社員）

19826 社会福祉法人  北海道ハピニス　特別養護老人
ホーム和幸園・障がい者支援施設グリンハイム 南区石山932番地3 南区石山933番地3 定めなし 月給 192,550 円 施設介護職員（正社員）

19827 社会福祉法人  北海道ハピニス　特別養護老人
ホーム和幸園・障がい者支援施設グリンハイム 南区石山932番地3 デイサービスセンター4カ所のいずれか 定めあり 時給 940～990 円 パート介護職員

19828 社会福祉法人  北海道ハピニス　特別養護老人
ホーム和幸園・障がい者支援施設グリンハイム 南区石山932番地3 南区常盤5条1丁目1-7 定めあり 時給 1,300～1,600 円 登録ヘルパー

19829 シダックス　株式会社　北海道支店 北区北9条西4丁目1-2 前田建物 2F
シダックスフードサービス北海道支店
（中央区南1条西1丁目13-1 ﾏﾅｰ白鳥ﾋﾞﾙ5F）

定めなし 月給 250,000～ 円 店舗管理スーパーバイザー

19830 シダックス　株式会社　北海道支店 北区北9条西4丁目1-2 前田建物 2F 大規模国際スポーツ大会のセレモニーリレー随行業
務（2020.3.20～7.24）やバスの運転等 定めなし 月給 170,000～ 円

大規模国際的スポーツ
大会サポート運転手

19831 シダックス　株式会社　北海道支店 北区北9条西4丁目1-2 前田建物 2F
札幌円山整形外科病院
（中央区北7条西27丁目1-3）

定めなし 月給 180,000～220,000 円 栄養士

19832 シダックス　株式会社　北海道支店 北区北9条西4丁目1-2 前田建物 2F
札幌厚生病院内のコンビニ店舗（ローソン）
（中央区北3条東8-5 ）

定めあり 時給 865～1,000 円 レジ、接客等

19833 シダックス　株式会社　北海道支店 北区北9条西4丁目1-2 前田建物 2F
札幌医科大学の食堂
（中央区南1条西17丁目 ）

定めあり 時給 865 円 調理補助

19834 シダックス　株式会社　北海道支店 北区北9条西4丁目1-2 前田建物 2F NTT 14丁目食堂（中央区大通西14-7 ） 定めあり 時給 865～880 円 調理補助

19835 シダックス　株式会社　北海道支店 北区北9条西4丁目1-2 前田建物 2F
札幌西円山病院
（中央区円山西町4丁目7番25号 ）

定めあり 時給 980～ 円 軽作業業務

19836 ライトハンズ　株式会社
中央区南1条西13丁目317番地3
フナコシヤ南一条ビル６F

札幌市内及び近郊エリア 定めなし 時給 1,000～1,200 円 家事代行サービススタッフ

19837 札幌地区朝日会 中央区北2条西2丁目31 桂和北2条ビル６F 最寄りの販売店 定めあり 月給 180,000～250,000 円 新聞配達、営業、集金業務

19838 札幌地区朝日会 中央区北2条西2丁目31 桂和北2条ビル６F 最寄りの販売店 定めあり 時給 朝刊 1,076、夕刊 861～ 円 新聞配達（朝刊、夕刊）

19839 西山製麺　株式会社 白石区平和通16丁目南1番1号 所在地と同じ 定めなし 月給 175,000 円 品質管理職

19840 西山製麺　株式会社 白石区平和通16丁目南1番1号 所在地と同じ 定めなし 月給 175,000 円 営業事務・購買事務等

19841 西山製麺　株式会社 白石区平和通16丁目南1番1号 所在地と同じ 定めあり 時給 910 円 製造・包装作業
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19842 西山製麺　株式会社 白石区平和通16丁目南1番1号 所在地と同じ 定めあり 時給 870 円 製造・包装作業

19843 株式会社　東光ストア 豊平区平岸1条1丁目9番6号 札幌市内の店舗 定めあり 月給 170,000～ 円 レジ、品出、製造

19844 株式会社　東光ストア 豊平区平岸1条1丁目9番6号 札幌市内27店舗及び北広島市内1店舗 定めあり 時給 861～ 円 レジ、品出、製造

19845 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
小規模多機能型居宅介護事業所レガート青葉
（厚別区青葉町6丁目1番29号）

定めなし 月給 150,000～ 円 栄養士

19846 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
小規模多機能型居宅介護事業所レガート青葉
（厚別区青葉町6丁目1番29号）

定めあり 月給 150,000 円 生活支援推進員

19847 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
小規模多機能型居宅介護事業所レガート青葉
（厚別区青葉町6丁目1番29号）

定めなし 月給 217,000 円 ケアマネージャー

19848 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
厚別区定期巡回ステーション
（厚別区もみじ台北6丁目1番6号）

定めあり 月給 176,000 円 介護スタッフ

19849 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号 小規模多機能型居宅介護事業所レガートもみじ台
（厚別区もみじ台北6丁目1番6号） 定めあり 月給 176,000 円 介護スタッフ

19850 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
有料老人ホームカペラ西岡
（豊平区菱岡4条10丁目3番3号）

定めあり 月給 176,000 円 介護スタッフ

19851 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
有料老人ホームカペラひばりが丘
（厚別区厚別南2丁目2番27号）

定めあり 月給 176,000 円 介護スタッフ

19852 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
グループホームレガロ西岡
（豊平区西岡4条10丁目3番35号）

定めあり 月給 176,000 円 介護スタッフ

19853 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
グループホームレガロ大谷地
（厚別区大谷地東5丁目7番14号）

定めあり 月給 176,000 円 介護スタッフ

19854 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
ヘルパーステーション　アリビオ
（厚別区大谷地東5丁目8番15号）

定めあり 時給 1,300～1,340 円 ヘルパー

19855 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
有料老人ホームカペラ西岡
 （豊平区西岡4条10丁目3番3号）

定めあり 時給 865～950 円 調理員

19856 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
有料老人ホームカペラひばりが丘
（厚別区厚別南2丁目2番27号）

定めあり 時給 865～950 円 調理員

19857 医療法人　重仁会 厚別区大谷地東5丁目7番10号
みーちゃん保育園
（厚別区大谷地東5丁目8番13号）

定めあり 時給 950 円 保育士

19858 株式会社　ヤマト総研 白石区菊水5条1丁目7-6 厚別区 定めあり 時給 870 円 食品加工

19859 株式会社　ヤマトセキュリティ 白石区菊水5条1丁目7-6 札幌市及び近郊 定めなし 日給 7,000 円 道路警備員

19860 ヨシツネ食品　株式会社 手稲区曙2条4丁目4-51 所在地と同じ 定めあり 時給 865～ 円 製造業務

19861 株式会社　アイティ・コミュニケーションズ 中央区北3条西3丁目1番5　井門札幌北三条ビル2F 所在地と同じ 定めなし 月給 180,000 円 コミュニケーター

19862 株式会社　アイティ・コミュニケーションズ 中央区北3条西3丁目1番5　井門札幌北三条ビル2F 所在地と同じ 定めあり 時給 990 円 コミュニケーター

19863 株式会社　Ｇ　Ｋ　Ｉ 中央区北5条西6丁目1-23　第２道通ビル6F 所在地または東京 定めあり 月給 235,000 円 プログラマー

19864
アート引越センター
【アートコーポレーション　株式会社】

豊平区月寒東1条16丁目2-81 札幌市内 定めなし 月給 207,500～ 円 営業職

19865
アート引越センター
【アートコーポレーション　株式会社】

豊平区月寒東1条16丁目2-81 所在地と同じ 定めなし 月給 190,500～ 円 引越作業スタッフ

19866
アート引越センター
【アートコーポレーション　株式会社】

豊平区月寒東1条16丁目2-81 所在地と同じ 定めなし 時給 900 円 引越作業スタッフ

19867
アート引越センター
【アートコーポレーション　株式会社】

豊平区月寒東1条16丁目2-81 所在地と同じ 定めなし 時給 861 円 コールセンタースタッフ

19868 アイビック食品　株式会社 東区苗穂町13丁目1-15 所在地と同じ 定めなし 月給 160,000～180,000 円 研究開発技術者

19870 アイビック食品　株式会社 東区苗穂町13丁目1-15 所在地と同じ 定めなし 時給 865～ 円 倉庫管理

19872 有限会社　エスパシオ 中央区北1条西5丁目2　興銀ビル7階 福よし（札幌市内の４店舗のいずれか） 定めなし 月給 200,000 円 調理スタッフ

19873 有限会社　エスパシオ 中央区北1条西5丁目2　興銀ビル7階 福よし（札幌市内の４店舗のいずれか） 定めなし 月給 185,000 円 ホールスタッフ

19874 有限会社　エスパシオ 中央区北1条西5丁目2　興銀ビル7階 福よし（札幌市内の４店舗のいずれか） 定めなし 時給 900 円 ホールスタッフ

19875 有限会社　エスパシオ 中央区北1条西5丁目2　興銀ビル7階 福よし（札幌市内の４店舗のいずれか） 定めなし 時給 900 円 調理スタッフ

19876 有限会社　エスパシオ 中央区北1条西5丁目2　興銀ビル7階
福よし札幌中央店
（大通駅から徒歩3分程度）

定めなし 時給 870 円 ランチホールスタッフ

19877 有限会社　エスパシオ 中央区北1条西5丁目2　興銀ビル7階
福よし札幌中央店
（大通駅から徒歩3分程度）

定めなし 時給 870 円 ランチ調理スタッフ

19878 株式会社　デジック 中央区大通西5丁目11番地　大五ビル7階 本社及び札幌市内客先 定めなし 月給 255,000 円 システムエンジニア

19879 株式会社　テックサプライ 東区北22条東1丁目2番17号 所在地と同じ 定めなし 月給 175,000 円 総務・経理

19880 株式会社　テックサプライ 東区北22条東1丁目2番17号 （担当現場によって随時移動） 定めなし 月給 175,000 円 総合職（清掃、パートさんのマ
ネジメント等）

19881 株式会社　テックサプライ 東区北22条東1丁目2番17号
定山渓温泉ホテル鹿の湯
（南区定山渓温泉西3丁目32）

定めなし 月給 175,000 円 総合職（ﾎﾃﾙの補助業務の管
理、ﾊﾟｰﾄさんのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾀﾄ等）

19882 株式会社　テックサプライ 東区北22条東1丁目2番17号 札幌市内各地・近郊・千歳等 定めあり 月給 157,000 円 警備

19883 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 小樽市新光5-13-3 札幌市内請負先病院 定めあり 時給 900～1,100 円 請負先の病院内スタッフ

19884 ワタキューセイモア　株式会社　北海道支店 小樽市新光5-13-3 札幌市内請負先病院 定めあり 時給 900～1,100 円 請負先の病院内スタッフ

19885 社会福祉法人  北海道リハビリー 北広島市西の里507番地1
リハビリー・クリーナース
（北広島市西の里506番地）

定めあり 月給 150,000～170,000 円 クリーニング工場内作業員

19886 社会福祉法人  北海道リハビリー 北広島市西の里507番地1
リハビリー・エイト
（北広島市西の里507番地1）

定めあり 月給 157,000～195,000 円 生活支援員

19887 社会福祉法人  北海道リハビリー 北広島市西の里507番地1
リハビリー・おおぞら
（北広島市西の里506番地）

定めあり 時給 870 円 クリーニング工場内作業員

19888 社会福祉法人  北海道リハビリー 北広島市西の里507番地1
リハビリー・エイト
（北広島市西の里507番地1）

定めあり 時給 880～900 円 生活支援員

19889 社会福祉法人  北海道リハビリー 北広島市西の里507番地1
リハビリー・エイト
（北広島市西の里507番地1）

定めあり 時給 880～900 円 生活支援員

19890 株式会社　ＫＤＤＩボルバ　札幌センター　 白石区東札幌2条1-2-7 Polaris-Sapporo 所在地と同じ 定めなし 月給 203,500 円 コールセンター（受信業務）

19891 株式会社　ＫＤＤＩボルバ　札幌センター　 白石区東札幌2条1-2-7 Polaris-Sapporo 所在地と同じ 定めあり 時給 1,100 円 コールセンター（受信業務）

19892 株式会社　ＫＤＤＩボルバ　札幌センター　 白石区東札幌2条1-2-7 Polaris-Sapporo 所在地と同じ 定めあり 時給 1,050 円 コールセンター（受信業務）



19893 株式会社　ＫＤＤＩボルバ　札幌センター　 白石区東札幌2条1-2-7 Polaris-Sapporo 所在地と同じ 定めあり 時給 1,100 円 コールセンター（チャット業務）

19894 有限会社　ウェル・ビーイング 白石区菊水元町5条2丁目2番18号
とらいあんぐるＪＯＹ
（北区新琴似9条1丁目）

定めなし 月給 165,300～199,470 円 介護職員

19895 有限会社　ウェル・ビーイング 白石区菊水元町5条2丁目2番18号 通所支援事業所とらいあんぐる　ゆうき
（本社に隣接している障がい児デイサービス） 定めなし 月給 178,000～197,000 円 保育士又は児童指導員

19896 株式会社　セブンブレンチ
白石区南郷通1丁目北8番1号
ディノス札幌白石ビル1階

札幌市中央区・南区・豊平区・北区・東区・石狩市など 定めなし 月給 170,000～ 円 介護スタッフ

19897 株式会社　セブンブレンチ
白石区南郷通1丁目北8番1号
ディノス札幌白石ビル1階

札幌市中央区・南区・豊平区・北区・東区・石狩市など 定めなし 時給 861 円 介護スタッフ

19898 フーズセンター　やまもと 中央区南17条西15丁目1-1 所在地と同じ 定めなし 月給 230,000～280,000 円 店内業務全般

19899 フーズセンター　やまもと 中央区南17条西15丁目1-1 所在地と同じ 定めなし 時給 1,000～ 円 鮮魚スタッフ

19900 株式会社　ロバパン 白石区本通7丁目南5番1号 所在地と同じ 定めなし 時給 865 円 パン製造

19901 株式会社　ロバパン 白石区本通7丁目南5番1号 所在地と同じ 定めなし 時給 900 円 営業職

19902 株式会社　ロバパン 白石区本通7丁目南5番1号 所在地と同じ 定めなし 時給 880 円 受注事務スタッフ

19903 株式会社　ワタリ　北海道支店
東区苗穂町9-1-1
日本アクセス北海道(株)物流センター内

日本アクセス北海道(株)内
（東区苗穂町9-1-1）

定めなし 時給 1,000 円 野菜の移動・仕分け作業

19904 株式会社　ワタリ　北海道支店
東区苗穂町9-1-1
日本アクセス北海道(株)物流センター内

日本アクセス北海道(株)内
（東区苗穂町9-1-1）

定めなし 時給 880 円 野菜・果物の袋詰めスタッフ

19905 株式会社　ワタリ　北海道支店
東区苗穂町9-1-1
日本アクセス北海道(株)物流センター内

日本アクセス北海道(株)内
（東区苗穂町9-1-1）

定めなし 時給 930 円 食材カットスタッフ

19906 株式会社　ワタリ　北海道支店
東区苗穂町9-1-1
日本アクセス北海道(株)物流センター内

日本アクセス北海道(株)内
（東区苗穂町9-1-1）

定めなし 時給 930 円 一般事務スタッフ

19907 村上商店(株)
函館うにむらかみ日本生命札幌ビル店

中央区北3条西4丁目1番地
日本生命札幌ビルBF

所在地と同じ 定めなし 時給 900 円 ホール接客業務

19908 日東カストディアル・サービス　株式会社　札幌支店
中央区南2条東1丁目1-14
住友生命札幌中央ビル9F

Ｒ＆Ｂホテル札幌北３西２ 定めあり 時給 870 円 ベッドメイク及び客室清掃

19909 日東カストディアル・サービス　株式会社　札幌支店
中央区南2条東1丁目1-14
住友生命札幌中央ビル9F

ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌 定めあり 時給 870 円 ベッドメイク及び客室清掃

19910 株式会社　北燐食品 白石区流通センター7丁目2-8 所在地と同じ 定めあり 時給 861 円 惣菜製造、パック詰め

19911 社会福祉法人　札幌厚生会　北広島市高齢者総合ケ
アセンター　特別養護老人ホーム聖芳園 北広島市西の里347番地4 所在地と同じ 定めあり 月給 150900～181,700 円 ケアワーカー

19912 有限会社　早川コーヒー 清田区清田6条2丁目12番8号
白石ファクトリー
（白石区中央1条3丁目2-43）

定めなし 月給 160,000 円 事務

19913 有限会社　早川コーヒー 清田区清田6条2丁目12番8号 札幌市内及び近郊の10店舗 定めなし 時給 880 円 店舗販売員

19914 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会
札幌市中央区大通西19丁目
札幌市社会福祉総合センター1F

所在地と同じ 定めあり 月給 156,000 円 事務職員

19915 公益社団法人札幌市母子寡婦福祉連合会
札幌市中央区大通西19丁目
札幌市社会福祉総合センター1F

所在地と同じ 定めあり 時給 900 円 事務職員

19916 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南1条西3丁目　 定めあり 時給 900 円 ビル・店舗清掃業務

19917 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南1条西3丁目　 定めあり 時給 861～900 円 設備管理業務

19918 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 豊平区平岸1条6丁目3-40 定めあり 月給 151,200～168,000 円 汽缶設備運転監視業務

19919 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南2条西6丁目　 定めあり 月給 151,200～201,600 円 設備保守管理業務

19920 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 所在地と同じ 定めあり 月給 182,000～224,000 円 立体駐車場保守点検業務

19921 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 所在地と同じ 定めあり 月給 190,800～251,700 円 電気保守管理業務

19922 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 所在地と同じ 定めなし 月給 148,750～168,000 円 ビルの設備点検、巡回点検

19923 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南2条西6丁目　 定めあり 時給 880～950 円 ホテルの客室清掃

19924 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南2条西8丁目　 定めあり 時給 880～950 円 ホテルの客室清掃

19925 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南8条西3丁目　 定めあり 時給 880～950 円 ホテルの客室清掃

19926 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南9条西2丁目　 定めあり 時給 880～950 円 ホテルの客室清掃チェック

19927 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南8条西3丁目　 定めあり 月給 174,400 円 ホテルの現場管理業務

19928 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南8条西3丁目　 定めあり 時給 861 円 立体駐車場スタッフ

19929 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 豊平区平岸1条6丁目 定めあり 日給 7,040、10,285 円 施設警備員

19930 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 南区定山渓温泉西2丁目45-1 定めあり 時給 861 円 マンション管理員

19931 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 豊平区平岸2条11丁目3-7 定めあり 時給 861 円 清掃業務

19932 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 手稲区富岡3条2丁目10 定めあり 時給 861 円 清掃業務

19933 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 東区北7条東9丁目2-20 定めあり 時給 861（22時～23時  1,077）　 円 清掃業務

19934 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 手稲区富岡2条3丁目2-1 定めあり 時給 861（2時～5時  1,100）　 円 清掃業務

19935 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 北区新琴似2条8丁目8-11-1 定めあり 時給 861 円 浴場清掃業務

19936 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 西区琴似2条5丁目 定めあり 時給 861 円 店舗清掃業務

19937 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南1条西3丁目　 定めあり 時給 861 円 ビル清掃業務

19938 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区南1条西3丁目　 定めあり 時給 900 円 ビル清掃業務

19939 太平ビルサービス　株式会社　札幌支店 中央区南1条西6丁目　札幌北辰ビル3階 中央区北3条東8丁目8　 定めあり 時給 900 円 ビル清掃業務

19940 日本駐車場開発札幌　株式会社 中央区北3条西4丁目1-1　日本生命札幌ﾋﾞﾙ17階　 札幌市内（中央区、北区） 定めあり 時給 900（週5日の場合は950円） 円 駐車場接客スタッフ

19941 日本駐車場開発札幌　株式会社 中央区北3条西4丁目1-1　日本生命札幌ﾋﾞﾙ17階　 札幌市内（中央区、北区） 定めなし 月給 200,000 円 駐車場接客スタッフ



19942 白ゆりグループ（株式会社　メディカルシャトー） 中央区南9条西7丁目1-28 グループホーム白ゆり中央 定めなし 月給 191,500 円 介護職員

19943 白ゆりグループ（株式会社　メディカルシャトー） 中央区南9条西7丁目1-28 ショートステイ白ゆり北20条 定めなし 月給 200,000～211,500 円 介護職員

19944 白ゆりグループ（株式会社　メディカルシャトー） 中央区南9条西7丁目1-28 デイサービス白ゆり中央、北20条 定めなし 月給 158,000～174,500 円 介護職員

19945 白ゆりグループ（株式会社　メディカルシャトー） 中央区南9条西7丁目1-28 ライフプレステージ白ゆり中央、北20条 定めあり 時給 861 円 清掃アシスタントスタッフ

19946 鉄工団地自動車学園　 西区発寒16条13丁目1-10 所在地と同じ 定めあり 月給 145,000 円 受付事務スタッフ

19947 鉄工団地自動車学園　 西区発寒16条13丁目1-10 所在地と同じ 定めあり 時給 870 円 受付事務スタッフ

19948 北海道カーオイル　株式会社 中央区北1条西18丁目2-3 所在地と同じ 定めなし 時給 880 円 ガソリンスタンドスタッフ

19949 株式会社　札幌ホテルマネジメント
（ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌）

中央区北3条西1丁目2-9 所在地と同じ 定めなし 月給 150,000～300,000 円 洋食調理師

19950 株式会社　札幌ホテルマネジメント
（ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌）

中央区北3条西1丁目2-9 所在地と同じ 定めなし・定めあり 月給 155,250～250,000 円 レストランホールスタッフ

19951 株式会社　札幌ホテルマネジメント
（ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌）

中央区北3条西1丁目2-9 所在地と同じ 定めあり 月給 180,000 円 ホテルカフェスタッフ

19952 株式会社　グローバル・コミュニケーションズ　札幌支店 中央区南1条西10丁目1-2　SDDビル１F
きっずぱーく南2条園
（中央区南2条西10丁目）

定めなし 月給 212,500 円 保育士

19953 株式会社　グローバル・コミュニケーションズ　札幌支店 中央区南1条西10丁目1-2　SDDビル１F
きっずぱーく南2条園
（中央区南2条西10丁目）

定めなし 時給 1000（試用期間 950） 円 保育士

19954 株式会社　グローバル・コミュニケーションズ　札幌支店 中央区南1条西10丁目1-2　SDDビル１F
きっずぱーく南2条園
（中央区南2条西10丁目）

定めなし 月給 175,000 円 保育スタッフ

19955 株式会社　グローバル・コミュニケーションズ　札幌支店 中央区南1条西10丁目1-2　SDDビル１F
きっずぱーく南平岸園
（豊平区平岸3条13丁目）

定めなし 月給 212,500 円 保育士

19956 株式会社　グローバル・コミュニケーションズ　札幌支店 中央区南1条西10丁目1-2　SDDビル１F
きっずぱーく南平岸園
（豊平区平岸3条13丁目）

定めなし 時給 1000（試用期間 950） 円 保育士

19957 株式会社　グローバル・コミュニケーションズ　札幌支店 中央区南1条西10丁目1-2　SDDビル１F
きっずぱーく南平岸園
（豊平区平岸3条13丁目）

定めなし 月給 175,000 円 保育スタッフ

19958 株式会社　グローバル・コミュニケーションズ　札幌支店 中央区南1条西10丁目1-2　SDDビル１F
きっずぱーく北郷園
（白石区北郷3条8丁目）

定めなし 月給 212,500 円 保育士

19959 株式会社　グローバル・コミュニケーションズ　札幌支店 中央区南1条西10丁目1-2　SDDビル１F
きっずぱーく北郷園
（白石区北郷3条8丁目）

定めなし 時給 1000（試用期間 950） 円 保育士

19960 株式会社　グローバル・コミュニケーションズ　札幌支店 中央区南1条西10丁目1-2　SDDビル１F
きっずぱーく北郷園
（白石区北郷3条8丁目）

定めなし 月給 175,000 円 保育スタッフ

19961 株式会社　北海道住宅新聞社 北区北29条西4-2-1-201 所在地と同じ 定めなし 月給 220,000～ 円 ライター・記者

19962 社会福祉法人　ろく舎 中央区南1条西10丁目4番地　タイムビル４F
カーサ・ラグルッパ
（北区新川3条2丁目）

定めなし 月給 184,000～202,000 円 介護職員

19963 社会福祉法人　ろく舎 中央区南1条西10丁目4番地　タイムビル４F
サテラ北３４
（北区北34条西5丁目1-20）

定めなし 月給 184,000～202,000 円 介護職員

19964 社会福祉法人　ろく舎 中央区南1条西10丁目4番地　タイムビル４F
ふくじゅ草
（東区東苗穂7条1丁目4-8）

定めなし 月給 184,000～202,000 円 介護職員

19965 北海道大学生活協同組合 北区北8条西7丁目
福利厚生会館 北部食堂
（北区北17条西8丁目）

定めなし 時給 885 円 食堂業務（全般）

19966 中央ビルメンテナンス　株式会社 東区北7条東4丁目1番地
中央バス 新川営業所
（北区新川745-1）

定めあり 時給 861 円 用務員

19968 中央ビルメンテナンス　株式会社 東区北7条東4丁目1番地
中央バス 西岡営業所
（豊平区西岡491）

定めあり 時給 861 円 清掃員

19969 中央ビルメンテナンス　株式会社 東区北7条東4丁目1番地
中央バス 新川営業所
（北区新川745-1）

定めあり 時給 861 円 清掃員

19970 中央ビルメンテナンス　株式会社 東区北7条東4丁目1番地
中央バス 札幌東営業所
（東区東苗穂2条2丁目）

定めあり 時給 861 円 清掃員

19971 中央ビルメンテナンス　株式会社 東区北7条東4丁目1番地
中央バス 白石営業所
（白石区川北2254番地）

定めあり 時給 861 円 清掃員

19972 中央ビルメンテナンス　株式会社 東区北7条東4丁目1番地
北海道郵便逓送(株)
（東区東雁来7条3丁目）

定めあり 時給 861 円 清掃員

19973 株式会社　どんぐり 白石区南郷通8丁目南1-7 札幌市内の通いやすい店舗 定めなし 時給 870 円 製造・販売

19974 株式会社　どんぐり 白石区南郷通8丁目南1-7 札幌市内の通いやすい店舗 定めなし 時給 870 円 製造・販売

19975 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

ニチイケアセンター元町
（東区北25条東20丁目）

定めあり 月給 155,610 円 事務員

19976 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

ニチイケアセンター元町
（東区北25条東20丁目）

定めあり 時給 861 円 事務員

19977 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

ニチイケアセンター厚別
（厚別区厚別東4条4丁目）

定めなし 月給 224,850～239,850 円 看護職員

19978 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

ニチイケアセンター厚別、ニチイケアセン
ター白石、ニチイケアセンター豊平

定めなし 月給 211,940～ 円 サービス提供責任者

19979 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

ニチイケアセンター八軒
（西区八軒10条西6丁目）

定めなし 月給 204,850 円 ケアマネジャー

19980 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

ニチイケアセンター厚別
（厚別区厚別東4条4丁目）

定めなし 月給 201,850 円 ケアマネジャー

19981 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

ニチイケアセンター豊平公園
（豊平区平岸2条2丁目）

定めあり 時給 1,295 円 計画作成担当者

19982 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

市内ニチイケアセンター全９箇所のうちのいずれか 定めあり 時給 1,160～1,430 円 ホームヘルパー

19983 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

自宅からお客様宅への直行・直帰の勤務 定めあり 時給 1,035 円 家事代行サービススタッフ

19984 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

グループホーム市内6箇所、有料老人ホーム市内3箇
所、小規模多機能型居宅介護市内1箇所のいずれか 定めあり 時給 1,004～1,010 円 介護スタッフ

19985 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

グループホーム市内6箇所、有料老人ホーム市内3箇
所、小規模多機能型居宅介護市内1箇所のいずれか 定めあり 時給 1,004～1,010 円 介護スタッフ

19986 株式会社　ふれ愛チャイルド 東区東苗穂3条3丁目1-31
新琴似南保育園
（北区新琴似2条6丁目）

定めあり 月給 160,000～ 円 保育士

19987 株式会社　ふれ愛チャイルド 東区東苗穂3条3丁目1-31
新琴似南保育園
（北区新琴似2条6丁目）

定めあり 時給 890～ 円 保育士

19988 株式会社　ふれ愛チャイルド 東区東苗穂3条3丁目1-31
ふれ愛澄川南保育園
（南区澄川6条12丁目）

定めあり 月給 170,000～ 円 保育士

19989 株式会社　ふれ愛チャイルド 東区東苗穂3条3丁目1-31
ふれ愛澄川南保育園
（南区澄川6条12丁目）

定めあり 時給 1,000～ 円 保育士

19990 株式会社　ふれ愛チャイルド 東区東苗穂3条3丁目1-31
ふれ愛中央保育園
（中央区北4条西7丁目）

定めあり 月給 170,000～ 円 保育士

19991 株式会社　ふれ愛チャイルド　ふれ愛中央保育園 東区東苗穂3条3丁目1-31
ふれ愛中央保育園
（中央区北4条西7丁目）

定めあり 時給 870 円 保育補助



19992 株式会社　ふれ愛チャイルド　ふれ愛中央保育園 東区東苗穂3条3丁目1-31
ふれ愛中央保育園
（中央区北4条西7丁目）

定めあり 時給 870 円 保育補助

19993 株式会社　ふれ愛チャイルド　はばたき保育園 東区東苗穂3条3丁目1-31
はばたき保育園
（白石区本通8丁目北1-26）

定めあり 月給 170,000～ 円 保育士

19994 株式会社　ふれ愛チャイルド　はばたき保育園 東区東苗穂3条3丁目1-31
はばたき保育園
（白石区本通8丁目北1-26）

定めあり 時給 890～ 円 保育士

19995 株式会社　ふれ愛チャイルド 東区東苗穂3条3丁目1-31
はばたき保育園
（白石区本通8丁目北1-26）

定めあり 時給 870 円 保育補助

19996 株式会社　ふれ愛チャイルド 東区東苗穂3条3丁目1-31
はばたき保育園
（白石区本通8丁目北1-26）

定めあり 時給 870 円 保育補助

19997 株式会社　ふれ愛チャイルド 東区東苗穂3条3丁目1-31
なないろ保育園
（石狩市花川北3条3丁目6-3）

定めあり 月給 170,000～ 円 保育士

19998 株式会社　ふれ愛チャイルド 東区東苗穂3条3丁目1-31
なないろ保育園
（石狩市花川北3条3丁目6-3）

定めあり 時給 890～ 円 保育士

19999 千歳交通　株式会社　札幌支店 白石区南郷通2丁目南8-4 所在地と同じ 定めあり 月給 150,000 円 タクシー乗務員（日勤）

191000 千歳交通　株式会社　札幌支店 白石区南郷通2丁目南8-4 所在地と同じ 定めあり 月給 172,655 円 タクシー乗務員（夜勤）

191001 札商美装興業　株式会社
中央区南4条西10丁目1005番地1
フクヤマビル4階

ラ・ジェント・ステイ札幌大通
（中央区南2条西5丁目）

定めあり 時給 1,000（試用期間 930） 円 清掃

191002 札商美装興業　株式会社
中央区南4条西10丁目1005番地1
フクヤマビル4階

ホテル フォルツァ札幌駅前
（中央区北3条西2丁目）

定めあり 時給 1,000（試用期間 930） 円 清掃

191003 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場新琴似店
（北区新琴似7条12丁目）

定めなし 時給 870 円 レジ・品出し

191004 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場手稲前田店
（手稲区前田2条13丁目）

定めなし 時給 870 円 レジ・品出し

191005 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場北45条店
（東区北45条東4丁目）

定めなし 時給 870 円 レジ・品出し

191006 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場北10条店
（東区北10条東5丁目）

定めなし 時給 900 円 レジ・品出し

191007 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場発寒店
（西区発寒13条4丁目）

定めなし 時給 870 円 レジ・品出し

191008 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場西野店
（西区西野1条3丁目）

定めなし 時給 900 円 レジ・品出し

191009 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場新琴似店
（北区新琴似7条12丁目）

定めなし 時給 890 円 惣菜

191010 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場手稲前田店
（手稲区前田2条13丁目）

定めなし 時給 890 円 惣菜

191011 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場北45条店
（東区北45条東4丁目）

定めなし 時給 890 円 惣菜

191012 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場北10条店
（東区北10条東5丁目）

定めなし 時給 930 円 惣菜

191013 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場発寒店
（西区発寒13条4丁目）

定めなし 時給 890 円 惣菜

191014 株式会社　北海道ジェイ・アール・フレッシュネ
ス・リテール（ジェイ・アール生鮮市場） 東区北6条東3丁目3-20

ジェイ・アール生鮮市場西野店
（西区西野1条3丁目）

定めなし 時給 930 円 惣菜

191015 北海道エネルギー　株式会社 中央区北1条東3丁目3番地 札幌市内事業所83ヶ所 定めあり 月給 158,000～ 円
サービスステーション
での接客・販売・営業

191016 北海道エネルギー　株式会社 中央区北1条東3丁目3番地 札幌市内事業所83ヶ所 定めあり 時給 900 円
サービスステーション
での接客・販売・営業

191017 社会福祉法人　すばる 江別市大麻北町608番地
グループホームぬくもり
（江別市大麻北町520番地1）

定めなし 月給 152,500 円 介護職員

191018 社会福祉法人　すばる 江別市大麻北町608番地
特別養護老人ホームひだまり大麻
（江別市大麻北町608番地3）

定めなし 月給 155,500 円 介護職員

191019 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー新琴似四番通店
（北区新琴似8条10丁目）

定めあり 時給 861 円 レジ部門

191020 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー新琴似四番通店
（北区新琴似8条10丁目）

定めあり 時給 861 円
青果部門
一般食品部門

191021 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー新琴似四番通店
（北区新琴似8条10丁目）

定めあり 時給 861 円 精肉部門、惣菜部門、ベーカ
リー部門、管理部門

191022 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー篠路店
（北区篠路3条4丁目1番）

定めあり 時給 861 円
精肉部門、鮮魚部門、
ベーカリー部門

191023 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー菊水元町店
（白石区菊水元町3条2丁目）

定めあり 時給 861 円 レジ部門、鮮魚部門

191024 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー星置駅前店
（手稲区星置1条2丁目）

定めあり 時給 861 円
惣菜部門、鮮魚部門、
ベーカリー部門

191025 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー川沿店
（南区川沿12条2丁目）

定めあり 時給 861 円
青果部門、惣菜部門、
一般食品部門

191026 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー山の手店
（西区山の手1条7丁目）

定めあり 時給 861 円 レジ部門

191027 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー山の手店
（西区山の手1条7丁目）

定めあり 時給 861 円 精肉部門、衣料部門

191028 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー山の手店
（西区山の手1条7丁目）

定めあり 時給 861 円
惣菜部門、ベーカリー
部門

191029 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー清田店
（清田区清田2条2丁目）

定めあり 時給 861 円 レジ部門、惣菜部門

191030 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー西岡店
（豊平区西岡3条11丁目）

定めあり 時給 861、870 円 清掃、検品、夜間管理

191031 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー西岡店
（豊平区西岡3条11丁目）

定めあり 時給 861 円 レジ部門、一般食品部門

191032 北雄ラッキー　株式会社 手稲区星置1条2丁目1番1号
ラッキー西岡店
（豊平区西岡3条11丁目）

定めあり 時給 861 円 青果部門、惣菜部門

191033 タカハシエンターテイメント　株式会社 西区琴似１条３丁目3-14　3F 札幌市内の店舗 定めあり 時給 870～ 円 接客、サービス業務員

191034 マルカワ食品　株式会社 清田区平岡２条１丁目１番１号 所在地と同じ 定めあり 時給 861 円 製造職

191035 株式会社　ヤマダイフーズプロセシング　小樽工場 小樽市銭函３丁目319番地1 所在地と同じ 定めなし 月給 160,000～200,000 円 納豆製造工

191036 株式会社　ヤマダイフーズプロセシング　小樽工場 小樽市銭函３丁目319番地1 所在地と同じ 定めなし 時給 900 円 納豆製造工

191037 株式会社　ヤマダイフーズプロセシング　小樽工場 小樽市銭函３丁目319番地1 所在地と同じ 定めなし 月給 180,000～300,000 円 営業員

191038 株式会社　ホクビー 石狩市新港西1丁目725番地1 所在地及び近隣工場 定めなし 時給 890、910 円 食品製造スタッフ

191039 株式会社　ホクビー 石狩市新港西1丁目725番地1 所在地及び近隣工場 定めなし 時給 870、890 円 食品製造スタッフ

191040 株式会社　ピープル
中央区大通西3丁目4
明治安田生命札幌大通ビル9F

所在地と同じ 定めなし 月給 170,000～200,000 円 一般事務



191041 リンケージサービス　株式会社 中央区北2条西2丁目　STV北2条ビル 2F
札幌市内の5カ所の当社運営コールセンター
のうちのいずれか

定めなし 月給 163,000～166,000 円 コールセンタースタッフ

191042 リンケージサービス　株式会社 中央区北2条西2丁目　STV北2条ビル 2F
札幌市内の5カ所の当社運営コールセンター
のうちのいずれか

定めあり 時給 1,000 円 コールセンタースタッフ

191043 株式会社　東日本宇佐美　北海道支店 東区東雁来7条1丁目4-23の2階 札幌市内3カ所のいずれか 定めあり 時給 1,000 円 ガソリンスタンド販売員

191044 株式会社　東日本宇佐美　北海道支店 東区東雁来7条1丁目4-23の2階 札幌市内3カ所のいずれか 定めあり 時給 1,000 円 ガソリンスタンド販売員

191045 株式会社　東日本宇佐美　北海道支店 東区東雁来7条1丁目4-23の2階 石狩市及び小樽市の2カ所のいずれか 定めあり 時給 1,000 円 ガソリンスタンド販売員

191046 株式会社　東日本宇佐美　北海道支店 東区東雁来7条1丁目4-23の2階 石狩市及び小樽市の2カ所のいずれか 定めあり 時給 1,000 円 ガソリンスタンド販売員

191047 株式会社　進幸 中央区南3条西2丁目1-1
き・きkids
（中央区北4条西16丁目）

定めなし 時給 885～930 円 保育士

191048 株式会社　進幸 中央区南3条西2丁目1-1
サポートき・き
（中央区南4条西1丁目）

定めなし 時給 861～980 円 就労支援員

191049 株式会社　進幸 中央区南3条西2丁目1-1
き・きkids
（中央区北4条西16丁目）

定めなし 時給 895 円 送迎ドライバー

191050 有限会社　ありんこ 中央区北4条西7丁目1番地 市内6店舗のいずれか 定めなし 月給 180,000 円 製造販売

191051 有限会社　ありんこ 中央区北4条西7丁目1番地
駅前西店
（中央区北4条西7丁目）

定めなし 月給 180,000 円 製造

191052 有限会社　オフィス大坪 中央区南12条西15丁目4-25-601
りったん保育園
（手稲区前田6条15丁目）

定めなし 時給 1,000～ 円 保育士

191053 有限会社　オフィス大坪 中央区南12条西15丁目4-25-601
ドリーム中央
（中央区南10条西16丁目）

定めなし 月給 188,500～226,200 円 保育士

191054 株式会社　サッポロドラッグストアー 北区太平3条1丁目2-18 北海道内各店舗 定めあり 時給 ～17時：861、17時～：901 円 店舗販売スタッフ

191055 株式会社　サッポロドラッグストアー 北区太平3条1丁目2-18 北海道内各店舗 定めあり 時給 ～17時：861、17時～：901 円 店舗販売スタッフ

191056 株式会社　はなまる 西区西野2条2丁目4-3 市内4店舗のいずれか 定めなし 月給 215,000 円 サービス（フード）

191057 株式会社　あらた　石狩センター 石狩市新港南3丁目725-1 所在地と同じ 定めあり 時給 873 円 倉庫内軽作業

191058 株式会社　あらた　石狩センター 石狩市新港南3丁目725-1 所在地と同じ 定めあり 時給 873 円 倉庫内軽作業

191059 株式会社　見方 北広島市大曲工業団地2丁目1-3 所在地と同じ 定めなし 月給 226,700～ 円 営業

191060 勇仁工業　株式会社 西区二十四軒3条1丁目1番31号　水戸ビル 1F 所在地と同じ 定めなし 月給 156,240～173,600 円 現場内軽作業

191061 勇仁工業　株式会社 西区二十四軒3条1丁目1番31号　水戸ビル 1F 所在地と同じ 定めなし 月給 173,600～217,000 円 道路舗装作業員

191062 勇仁工業　株式会社 西区二十四軒3条1丁目1番31号　水戸ビル 1F 所在地と同じ 定めなし 月給 156,240～195,300 円 土木作業員

191063 医療法人　大地　小笠原記念札幌病院 南区真駒内緑町1丁目2番1号 所在地と同じ 定めなし 月給 156,000～202,000 円 医事職員

191064 医療法人　大地　小笠原記念札幌病院 南区真駒内緑町1丁目2番1号 所在地と同じ 定めなし 月給 155,000～162,740 円 看護補助

191065 社会福祉法人　札幌慈啓会 中央区旭ヶ丘5丁目6番51号 中央区又は手稲区の特別養護老人ホーム 定めあり 月給 157,040～159,040 円 介護職員（契約職）

191066 社会福祉法人　札幌慈啓会 中央区旭ヶ丘5丁目6番51号 中央区又は手稲区の特別養護老人ホーム 定めあり 時給 1,000～ 円 訪問介護職員（ﾊﾟｰﾄ）

191067 社会福祉法人　札幌慈啓会 中央区旭ヶ丘5丁目6番51号 所在地と同じ 定めあり 日給 7,040 円 看護補助者

191068 社会福祉法人　札幌慈啓会 中央区旭ヶ丘5丁目6番51号 所在地と同じ 定めあり 時給 880 円 看護補助者

191069 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

札幌市内5カ所の保育園のいずれか 定めなし 月給 174,000 円 保育士

191070 株式会社　ニチイ学館　札幌支店
中央区北5条西2丁目5番地
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ18F

札幌市内5カ所の保育園のいずれか 定めあり 時給 890 円 保育士

191071 社会福祉法人　札幌市社会福祉協議会
中央区大通西19丁目1-1
札幌市社会福祉総合センター

所在地と同じ 定めなし 日給 6,930 円 アドバイザー

191072 社会福祉法人　湖星会 中央区北2条東19丁目11-2
特別養護老人ホーム ラスール苗穂
（中央区北2条東19丁目11-2）

定めなし 月給 195,000～220,000 円 介護職員

191073 社会福祉法人　湖星会 中央区北2条東19丁目11-2
特別養護老人ホーム ラスール苗穂
（中央区北2条東19丁目11-2）

定めなし 時給 1,300～1,500 円 看護師

191074 社会福祉法人　湖星会 中央区北2条東19丁目11-2
ディサービスセンター　ラスール苗穂
（中央区北2条東19丁目11-2）

定めあり 時給 1,500 円 看護師

191075 社会福祉法人　湖星会 中央区北2条東19丁目11-2
特別養護老人ホーム ラスール苗穂
（中央区北2条東19丁目11-2）

定めなし 時給 1,000 円 送迎員兼用務

191076 社会福祉法人　湖星会 中央区北2条東19丁目11-2
ディサービスセンター　ラスール苗穂
（中央区北2条東19丁目11-2）

定めなし 月給 195,000～220,000 円 介護職員

191077 社会福祉法人　湖星会 中央区北2条東19丁目11-2
特別養護老人ホーム ラスール苗穂
（中央区北2条東19丁目11-2）

定めなし 月給 175,000～200,000 円 調理員

191078 株式会社　ダスキン洞爺 東区北17条東5丁目3-7 所在地と同じ 定めあり 日給 8,000 円 お掃除・家事代行スタッフ

191079 株式会社　ダスキン洞爺 東区北17条東5丁目3-7 所在地と同じ 定めあり 時給 900～1,200 円 お掃除・家事代行スタッフ

191080 北海道大学生活協同組合 北区北8条西7丁目
食堂部農学部店
（北区北9条西9丁目）

定めなし 時給 885 円 食堂業務全般

191081 北海道大学生活協同組合 北区北8条西7丁目
北大クラーク会館
（北区北8条西8丁目）

定めなし 時給 885 円 食堂業務全般

191082 北海道大学生活協同組合 北区北8条西7丁目
食堂部工学部店
（北区北13条西8丁目）

定めなし 時給 885 円 食堂業務全般

191083 北海道大学生活協同組合 北区北8条西7丁目
生協会館 1F
（北区北8条西7丁目）

定めなし 時給 915、1,035 円 各種保険受付窓口スタッフ

191084 株式会社　ＫＤＤＩボルバ　札幌センター　 白石区東札幌2条1-2-7 Polaris-Sapporo 所在地と同じ 定めあり 時給 950 円 コールセンター（チャット業務）

191085 株式会社　ダスキンサーブ北海道　北四十二条支店 東区北42条東14丁目1-37 所在地と同じ 定めあり 時給 861 円 企業訪問スタッフ


