
建築工事現場監督の補佐職

株式会社 那知組
☎0167-23-3585  〒076-0021 富良野市緑町2番1号

【給与】 170,000円（現場手当・住宅手当含む）
【手当】 賞与・燃料・該当者支給（家族・扶養・資格等）
【資格】 普通自動車運転免許（ＭＴ）※入社後取得可
【時間】 5月～12月／8：00～17：30
 1月～ 4月／8：30～17：00
【休日・休暇】 毎週日曜日・祝日、土曜は
　　　　　 当社年間カレンダーによります。
　　　　　 春季・夏季・冬季休暇あり、年間89日
【応募】 　学校・ハローワーク紹介

富良野に愛着があり、明るく元気な方
の応募を待っています。

（人事担当／石井）

新
卒

中
途

フロント、ベル、温泉フロント、レストランサービス 他

新富良野プリンスホテル　富良野スキー場
☎0167-22-1113（管理直通）  〒076-8511 富良野市中御料

■フロント 【給与】160,000円～
■ベル 【給与】155,000円～
■温泉フロント 【給与】150,000円～
■レストランサービス 【給与】155,000円～

【応募】 お電話にて連絡ください。
管理直通 TEL 0167-22-1113（受付時間 9：00～18：00）

2017年6月に新築・個室寮がオープン（入寮可）
お客さまの行動と感動を一緒に創りましょう。

（人事担当／福田）

新
卒

中
途

（契約従業員）

※その他にも調理やパントリー・スキー場・ゴルフコース等
様々な仕事があります。ご自身の経験を活かせるお仕事を
提案します。お気軽にお問い合わせください。

※新卒採用については給与等条件が異なりますのでお問い
合わせください。

看護師、准看護師、看護補助者

医療法人社団  ふらの西病院
☎0167-23-6600  〒076-0038 富良野市桂木町2番77号

【給与】 職種、雇用形態、経験により決まります。
【手当】 資格・住宅・夜勤・通勤・家族・燃料
【資格】 看護師・准看護師は有資格者
 看護補助者は無資格でも応募できます。
【時間】 平日／8：30～17：00
 半日／8：30～12：30
 夜勤／16：30～9：00
【応募】 履歴書を下記住所へ郵送してください。
 （看護部  安達宛）

誠実で、前向きに職務に取り組める、
明るい方の応募をお待ちしています。

（人事担当／佐々木）

新
卒

中
途

土木技術育成社員

大北土建工業株式会社
☎0167-23-1111  〒076-0031 富良野市本町8番1号

【給与】 138,000円（育成社員期間）
 156,000円（翌年正社員昇格後）
【年齢】 平成30年3月高校卒業予定者
 卒業後4年未満
【時間】 4月～12月／8：30～17：00
 1月～ 3月／9：00～17：00
【休日・休暇】 年間95日
【福利厚生】 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
【応募】 履歴書を下記住所へ郵送してください。
 （採用担当者宛）

富良野に愛着があり地元を元気にしたい
と思う方、一緒に働きませんか？

（人事担当／忍穂）

新
卒

中
途

おしほ

酪農作業員

奥牧場
☎0167-29-2030  〒076-0184 富良野市八幡丘

【給与】 200,000～220,000円 ※経験による
 （研修期間中 180,000円）
【手当】 住宅・通勤・飲物・作業服
【資格】 普通自動車運転免許（AT限定不可）
【時間】 4：30～9：30、15：00～19：00の9時間
【休日・休暇】 月6休
【福利厚生】 社保完備
【応募】 履歴書を下記住所へ郵送してください。
 （FAX送信可 ※FAX 0167-29-2030）

向上心と責任感を持ち、丁寧に仕事ので
きる方を募集しております。

（人事担当／奥）

新
卒

中
途

回収作業、構内作業

アートクリーン有限会社
☎0167-23-1221  〒076-0014 富良野市上五区

【給与】 150,000～200,000円
【手当】 職務、扶養、通勤
【昇給】 業績に応じて有
【時間】 8：00～17：00 （休憩90分）
【休日・休暇】 日曜日、祝祭日、土曜日（第2・4）
【応募】 ハローワーク紹介状を持参してください。

快適な環境やクリーンな未来をつくる仕
事です。一緒に働きませんか？

（人事担当／佐藤）

中
途

販売店員

セブン-イレブン富良野若松店
☎0167-23-3558  〒076-0032 富良野市若松町12番5号

【給与】 230,000円
【手当】 役職（店長）・賞与
【昇給】 有（実績次第）
【資格】 普通自動車運転免許
【時間】 8:15～17:00（残業別）
【休日・休暇】 月5回
【福利厚生】 食事（昼、夕の2食）・共済会・新年会
　　　　　 忘年会
【応募】 下記までお電話ください。（担当：西川）

やる気のある方、接客業に興味のある方、
一緒に働きましょう！

（人事担当／西川）

中
途

営業、農業、加工、販売

ふらのジャム園　有限会社 共済農場
☎0167-29-2233  〒076-0162 富良野市東麓郷の3

【給与】 当社規定により
【手当】 有
【昇給】 有
【年齢】 18才～40才位までの方
【時間】 8：15～17：30
【休日・休暇】 週休２日、時期により変動いたします。
【福利厚生】 有
【応募】 電話連絡の上、履歴書をお送りください。

明るく、根気強く、エネルギッシュな人
材を求めています。一緒に働きましょう！

（人事担当／矢野）

新
卒

中
途



建築大工

株式会社 サンエービルド工業
☎0167-22-3145  〒076-0023 富良野市栄町19番2号

やる気のある方、経験・未経験問わず
応募をお待ちしております。

（人事担当／長尾）

新
卒

中
途

【給与】 180,000円～（経験者優遇）
【手当】 時間外・休日
【条件】 やる気のある方
【時間】 8：00～18：00（途中休憩含む）
【休日・休暇】 日曜日、正月、ゴールデンウィーク
　　　　　 盆 等
【福利厚生】 雇用保険・労災保険・健康保険
　　　　　 厚生年金
【応募】 履歴書を下記住所へ提出してください。

ホールスタッフ、焼き師

てっぱん・お好み焼  まさ屋
☎0167-23-4464  〒076-0025 富良野市日の出町11番15号

【給与】 170,000円
【時間】 11：00～15：00
 17：00～21：00
【休日・休暇】 毎週木曜日、閑散期
　　　　　 年２度の２週間の有休消化
【福利厚生】 まかない食付き
　　　　　 スポーツ施設利用可能
【応募】 書類、面接

接客が好きな方、海外や英語に興味のあ
る方の応募を待っています。

（人事担当／谷口）

新
卒

中
途

介護職員（すまいるふらの、ごりょうの丘）

株式会社 すまいるふらの
☎0167-22-2123  〒076-0017 富良野市下御料

■すまいるふらの
【給与】 140,000～148,000円
【資格】 初任者研修修了者又は実務者研修修了者
 介護福祉士・無資格未経験者OK
 普通自動車運転免許（AT限定可）
【時間】 8：30～17：30／6：30～15：30
 11：00～20：00／17：00～9：00
【応募】 ハローワーク紹介状と履歴書送付してください。

笑顔を大切にし、明るく心豊かな人、尊
敬の念を持てる人の応募も待っています。

（人事担当／大西）

新
卒

中
途

■ごりょうの丘
【給与】 137,000円
【時間】 1日8時間
【応募】 ハローワーク紹介状と履歴書送付してください。

歯科助手

医療法人社団  白峰会  藤堂デンタルオフィス
☎0167-22-2736  〒076-0026 富良野市朝日町1番11号

【給与】 150,000～173,000円（諸手当含む）
【資格】 不問
 経験者・有資格者優遇
【時間】 平日／9：00～18：30
 第２・４土曜日／9：00～17：30
【休日・休暇】 週休２日制・シフト制あり
【福利厚生】 雇用・労災保険・社会保険
　　　　　 トライアル雇用併用
【応募】 ホームページをご参照の上
 ハローワークを通じてご応募ください。

向上心があり人とのコミュニケーションが好
きな方、子供好きな方の応募を待っています。

（人事担当／山本・藤堂（浩））

新
卒

中
途

配管工

後田設備工材株式会社
☎0167-23-3565  〒076-0031 富良野市本町6番3号

【給与】 150,000円～
【手当】 時間外・燃料
【時間】 ８：00～17：00
【休日・休暇】 １年単位の変形労働（年間休日105日）
【福利厚生】 雇用保険・労災保険・健康保険
　　　　　 厚生年金・退職金制度
【応募】 ハローワーク富良野を通して
 ご応募ください。

健康で明るく元気・やる気のある方の応募を
待っています。資格取得の助成もあります。

（人事担当／林）

新
卒

中
途

調理補助、洗い場、ホール

有限会社  そば処 小玉家
☎0167-23-1234  〒076-0024 富良野市幸町５番１号

【給与】 140,000円～（要相談）
【手当】 賞与（年2回）
【昇給】 有（実績次第）
【時間】 9:00～21:00（実働8時間、残業別）
【休日・休暇】 週1回
【福利厚生】 食事付・新年会・社員旅行
【応募】 面接いたしますのでお問い合わせください。

明るく元気な方、接客、サービス、調理
に興味ある方、一緒に働きませんか !!

（人事担当／石塚）

新
卒

中
途

洋食調理・和食調理

磯田元気水産株式会社　ニュー富良野ホテル
☎0167-22-2411  〒076-0034 富良野市北の峰町14番38号

【給与】 138,000～250,000円
【手当】 通勤
【資格】 未経験者可
 調理経験者、調理師免許有資格者尚可
【時間】 シフト制　
【休日・休暇】 週休2日制　シフト制（４週７休）
【福利厚生】 雇用保険・労災保険・健康保険
　　　　　 厚生年金・退職金制度・定期健康診断
【応募】 電話及び書類郵送にてご応募ください。

健康な体を持ち、元気で明るく素直な方
の応募を是非お待ちしております。

（人事担当／金子）

中
途

ショップスタッフ

株式会社  オフィスプライム　auショップ富良野
【勤務地】☎0167-22-5440  〒076-0018 富良野市弥生町4番40号

【給与】 150,000円～
【手当】 役職・資格・住宅・家族・営業・職務・残業
【時間】 10：00～19：00
【休日・休暇】 ４週８～９休、年間休日105日
【福利厚生】 制服貸与・社員旅行・スポーツ観戦
　　　　　 健康診断
【応募】 本社までお電話ください。
 （☎0166-46-8000　担当  河瀬）

お話好きな方、最新機器に興味のある方
私達と一緒に働きませんか？

（人事担当／河瀬）

新
卒

中
途



フロント・レストラン・調理

ホテルナトゥールヴァルト富良野 （北海道ホテル＆リゾート株式会社）
☎0167-22-1211  〒076-0034 富良野市北の峰町14番46号

【給与】 150,000～250,000円
【手当】 家族・通勤
【昇給】 有
【時間】 6：00～21：00 （内実働7.5時間のシフト制）
【休日・休暇】 88日（シフト制）
【福利厚生】 雇用保険・社会保険・社員旅行
　　　　　 健康診断・社員食堂
【応募】 履歴書を下記住所へ郵送してください。
 （採用担当宛）

人と接するのが好きな方、新しいものを発想
し実行する能力のある方をお待ちしています。

（人事担当／木幡）

新
卒

中
途

乗務員、介護職員

株式会社 富良野タクシー
☎0167-22-5001  〒076-0031 富良野市本町2番3号

【給与】 138,400円
【手当】 乗務員…時間外・深夜・歩合
 介護職…時間外
【年齢】 乗務員は21歳以上
【時間】 勤務ダイヤ表による
【休日・休暇】 勤務ダイヤ表による
【福利厚生】 雇用保険・労災保険・健康保険
　　　　　 厚生年金
【応募】 電話問い合わせ後面接

研修や自己啓発支援もしております。
接客が好きな方の応募を待っています。

（人事担当／三原）

新
卒

中
途

販売員

グラス・フォレストin富良野
☎0167-39-9088  〒076-0161 富良野市麓郷市街地3番地

【給与】 200,000円（基本給＋責任手当）
【資格】 普通自動車運転免許（通勤時必須）
【時間】 9：00～18：00
 （朝礼、終礼及び掃除や翌日準備等残業有）
【休日・休暇】シフト制（4週6休）
　　　　　※繁忙・閑散期は別途　年間休日79日
【福利厚生】 各種保険・社員旅行
【応募】 履歴書を本社担当まで送付してください。
 〒047-0007  小樽市港町4番5号
 ㈱アートクリエイト採用担当宛

接客、硝子が好きな方で元気とやる気
をお持ちの方、共に働きませんか？

（人事担当／下内）

中
途

介護職員、看護職員

特別養護老人ホーム　北の峯ハイツ
☎0167-23-1611  〒076-0050 富良野市東雲町1番1号

【給与】 高卒／140,000円
 短大・専門卒／150,000円
 大卒／160,000円
【昇給】 年1回  4月
【時間】 1日8時間、週5日勤務（シフト制）
【休日・休暇】 週休2日、年間104日(シフト制)
【福利厚生】 退職金制度加入、職員親睦会
　　　　　 健康診断
【応募】 履歴書を下記住所へ郵送してください。

明るく、笑顔で人と関われる方の応募を
お待ちしております。各種研修もあります。

（人事担当／広瀬）

新
卒

中
途

ガソリンスタンド、配管工、配管工助手

株式会社 亀屋斉藤商店
☎0167-22-3501  〒076-0025 富良野市日の出町6番2号

■ガソリンスタンドサービス
【給与】 166,000～232,000円
【資格】 普通自動車運転免許（AT限定不可）
【時間】 フルタイム（変形）基本８：30～17：00
 休憩60分
【応募】 履歴書・ハローワーク紹介状を提出してください。

明るく元気でやる気のある方、ぜひ私達
と一緒に働きましょう！

（人事担当／斉藤）

新
卒

中
途

■配管工又は配管工助手
【給与】 166,000～270,000円（経験による）
【資格】 普通自動車運転免許（AT限定不可）
 管工事有資格者優遇
【時間】 フルタイム（変形）基本８：30～17：30
 休憩90分
【応募】 履歴書・ハローワーク紹介状を提出してください。

酪農業（搾乳、哺乳）

磯江牧場
☎0167-29-2067  〒076-0184 富良野市八幡丘

【給与】 180,000～250,000円
【手当】 交通費
【昇給】 有
【時間】 4：30～7：30、16：30～19：30
 6時間（相談に応じます）
【休日・休暇】 週1日、年次有給休暇
【福利厚生】 労災保険・健康保険・ 厚生年金
【応募】 お電話にてご連絡ください。
 （連絡先 090-5223-1824）

何事にも前向きでやる気のある方の応募を
待っています。女性の方でも大歓迎です。

（人事担当／磯江）

新
卒

中
途

営業職、製材工、製材機械オペレーター

相田木材株式会社
［富良野営業所］ ☎0167-22-4128  〒076-0011 富良野市末広町9番10号

【給与】 165,800～235,000円
【手当】 業務・家族・住宅・燃料・時間外・通勤手当
【時間】 営業職／８：00～17：30
 製材工・製材機械オペレーター
 　　　　　　　　　　／8：00～17：15
【休日・休暇】 年間変型週休2日制（年間休日105日）
【福利厚生】 雇用保険・労災保険・健康保険
　　　　　 厚生年金・退職金共済
【応募】 ハローワーク富良野を通してご応募ください。

モチベーションが高く、長期就労可能な
方の応募をお待ちしております。

（人事担当／相田）

新
卒

中
途

環境教育インストラクター

SMBC環境プログラム NPO法人  C・C・C富良野自然塾
☎0167-22-4019  〒076-0017 富良野市下御料

【給与】 160,000円

【手当】 交通費規定支給 等

【昇給】 有

【時間】 8：00～17：00 ※変動制

【休日・休暇】 4週6休制、年末年始
　　　　　 オフシーズンの長期休暇

【応募】 メール又は郵送

環境保護、森林再生について共に考え
働きませんか？

（人事担当／中島）

新
卒

中
途

各求人のQRコードをスマートフォンのアプリで読み込むと、フラノジョブスタイルのホームページ内で詳しい求人情報等をご覧いただけます。
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