
ブース番号 事業所名 企業ホームページアドレス（URL） 求人番号 雇用形態 職種 求人数 就業場所 既卒応募 高校中退者応募 受理安定所

1 株式会社　アイティ・コミュニケーションズ https://www.itcom21.com/ 01010-179229 正社員 コミュニケーター・営業職・運営事務・トレーナー・SE 10 北海道札幌市 可　２年 不可 札幌

01230-601529 正社員 製造ライン 2 札幌市厚別区 可　３年 不可 札幌東

01230-602429 正社員 製造ライン 2 旭川市 可　３年 不可 札幌東

3 株式会社オーシャン http://kk-ocean.jp/ 01010-00897529 正社員 ＣＡＤオペレーター 3 北海道札幌市 可　３年 不可 札幌

4 株式会社ミツウロコヴェッセル北海道 https://www.mitsuuroko-vessel.com/ 01230-586129 正社員 営業職 1 北海道札幌市、北広島市、江別市、千歳市 可　1年 不可 札幌東

01230-528729 正社員 ホテルフロントスタッフ（札幌市中央区南３条） 2 北海道札幌市中央区南３条西６丁目７－１ 可　３年 不可 札幌東

01230-529129 正社員 ホテルフロントスタッフ（室蘭市） 2 室蘭市中島町２丁目２５－８ 可　３年 不可 札幌東

6 株式会社ティーズ・エス・イー社 https://www.ts-se.com/ 01010-1044029 正社員 ホールスタッフ 4 札幌市中央区南３条西４丁目 可　３年 可 札幌

7 ヤブシタホールディングス株式会社 https://www.yabushita-kikai.co.jp/ 01010-734029 正社員 技術職 3 北海道札幌市 可　３年 可 札幌

8 ISA株式会社 http://isa-co-ltd.biz/ 01230-569729 正社員 総合職（警備・管制・営業・総務経理・デジタル担当） 3
北海道 札幌市 豊平区 平岸３条7丁目1-27平岸スクエ
アビル2F

可　２年 不可 札幌東

9 医療法人社団H・N・メディック https://www.hnmedic.jp/ 01230-564029 正社員 看護助手 3 北海道札幌市厚別区厚別中央5条6丁目1番5号 不可 不可 札幌東

10 北一ミート株式会社 https://www.kitaichimeat.com/ 01240-00582829 正社員 食品製造 3 札幌市東区東苗穂5条3丁目7-11 不可 不可 札幌北

11 昭和木材株式会社　札幌支店 https://www.showa-lumber.co.jp/ 01240-60129 正社員 倉庫関連業務及びﾌﾟﾚｶｯﾄ化工オペレーター 3 石狩市新港南1 丁目１９番24号 可　２年 可 札幌北

12 日本ボデーパーツ工業株式会社　北海道支店 https://www.nihonbody.com/ 01240-262129 正社員 商品管理業務 2 北海道石狩市新港西１丁目７１１番地３ 可　３年 不可 札幌北

13 株式会社ミクロ札幌 https://micro-sapporo.jp/ 01240-133129 正社員 自動旋盤オペレーター 2 事業所所在地と同じ 不可 不可 札幌北

01110-00026129 正社員 トラック運転手 2 北海道札幌市 可　３年 可 室蘭

01110-00027229 正社員 構内仕分け作業員 2 北海道札幌市 可　３年 可 室蘭

15 株式会社イオテクノ http://www.io-techno.co.jp/ 01010-314229 正社員 プログラマ 3 北海道札幌市 可　３年 不可 札幌

01010-00630329 正社員 寿司職人見習い（札幌市中央区） 2 北海道札幌市中央区 可　３年 可 札幌

01010-00985129 正社員 寿司店のホールスタッフ（札幌市中央区） 2 北海道札幌市中央区 可　３年 可 札幌

01240-268629 正社員 施工スタッフ 4 北海道石狩市 可　３年 可 札幌北

01240-270729 正社員 施工スタッフ 4 北海道北広島市 可　３年 可 札幌北

01240-271129 正社員 施工スタッフ 4 北海道苫小牧市 可　３年 可 札幌北

18 リンケージサービス株式会社 http://www.lsi-gpc.co.jp/ 01010-884929 正社員 コールセンタースタッフ 3 札幌市北区及び中央区の３拠点のうちいずれか 可　３年 不可 札幌

01010-948629 正社員 店舗運営社員 1 北海道札幌市 不可 不可 札幌

01010-994229 正社員 店舗運営社員（苫小牧市本町） 1 北海道苫小牧市 不可 不可 札幌

01010-993129 正社員 店舗運営社員（旭川市） 1 北海道旭川市 不可 不可 札幌

20 総合商研株式会社 https://www.shouken.co.jp/ 01240-411729 正社員 印刷オペレーター 5 北海道札幌市 不可 不可 札幌北

01230-426029 正社員 引越スタッフ 3 北海道札幌市 可　３年 不可 札幌東

01230-424529 正社員 引越スタッフ 3 北海道札幌市 可　３年 不可 札幌東
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21 株式会社サカイ引越センター https://www.hikkoshi-sakai.co.jp/

株式会社　スタック https://www.stack-net.com/

株式会社ケヒコ https://sinter.co.jp/business

株式会社トッキュウ・ロジ https://logi.tokkyu-group.jp/

株式会社夏目（鮨棗） https://www.sushi-natsume.com/

2.7就職面接会　【高校の部】企業求人リスト

株式会社　弁釜 http://www.benkama.co.jp/company/

イワクラホーム株式会社 https://www.iwakura-home.co.jp/
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01070-109029 正社員 一般事務(北海道支店) 2 北海道小樽市新光5丁目13-3 不可 不可 小樽

01070-108429 正社員 クリーニングスタッフ 3 北海道小樽市新光5丁目13-3 不可 不可 小樽

01070-110929 正社員 集配ドライバー／配送スタッフ 1 北海道小樽市新光5丁目13-3 可　３年 不可 小樽

01070-111829 正社員 洗浄・滅菌業務(手稲区) 2
北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40手稲渓仁会病
院

不可 不可 小樽

01070-112729 正社員 清掃(手稲区：手稲渓仁会病院) 2 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 不可 不可 小樽

01070-176329 正社員 クリーニングスタッフ(函館) 3 北海道函館市西桔梗町830-3 不可 不可 小樽

01030-454129 正社員 クリーニングスタッフ(旭川) 1 北海道旭川市工業団地4条2丁目1番25号 不可 不可 旭川

23 高橋産業株式会社 http://takahashi-sangyo.co.jp/ 01230-643429 正社員 フレーマー（木材加工員） 5 北海道北広島市島松286-2 可　３年 可 札幌東

24 01010-00972329 正社員 営業スタッフ 2 札幌市手稲区 可　３年 可 札幌

01010-00973629 正社員 技術職（内窓取付スタッフ） 2 石狩市新港南3丁目 可　３年 可 札幌

01010-00974929 正社員 工場作業員 2 石狩市新港南3丁目 可　３年 可 札幌

25 株式会社はなまる https://www.sushi-hanamaru.com/ 01010-00768029 正社員 札幌勤務・回転寿司花まる店舗スタッフ 10 札幌市中央区、札幌市白石区、札幌市手稲区 可　２年 不可 札幌

26 01230-450429 正社員 整備職 5 北海道北広島市 可　３年 不可 札幌東

01230-451029 正社員 操機職（重機オペレータ） 5 北海道北広島市 可　３年 不可 札幌東

27 01010-762829 正社員 パン製造販売 2 全道の各店舗 可　３年 不可 札幌

01010-763729 正社員以外 パン製造販売 2 全道の各店舗（地域限定） 可　３年 不可 札幌

28 01230-754129 正社員 空港内お土産店での販売業務 2 北海道千歳市 可　３年 不可 札幌東

01230-693529 正社員 バス乗務員 3 北海道札幌市 可　３年 不可 札幌東

29 カートピアジャンボ株式会社 http://www.cartopianet.co.jp/ 01230-761729 正社員 自動車整備士（メカニック） 1 北海道札幌市清田区里塚1条1丁目10番1号 可　３年 可 札幌東

30 01010-00959829 正社員 ホテルサービススタッフ 2 旭川、札幌 可　５年 不可 札幌

01010-00960229 正社員 ホテルサービス 4 函館、釧路 可　５年 不可 札幌

31 株式会社ホッカン https://www.hokkan.co.jp/ 01230-84129 正社員 生産部（工場）の社員として各種管理業務を行う 1 北海道札幌市白石区流通センター7丁目8番55号 可　３年 不可 札幌東

32 01010-01053329 正社員 営業職 1 北海道札幌市 可　３年 可 札幌

01010-00466729 正社員 産業廃棄物の破砕・分別作業スタッフ（石狩市） 1 北海道石狩市 可　３年 可 札幌

01010-00464929 正社員 家電リサイクル施設での家電解体スタッフ 1 北海道石狩市 可　３年 可 札幌

01010- 484229 正社員 産業廃棄物の破砕・分別作業スタッフ 1 北海道旭川市 可　３年 可 札幌

01010- 480929 正社員 産業廃棄物の破砕・分別作業スタッフ 2 十勝事務所 可　３年 可 札幌

01010- 435429 正社員 産業廃棄物処理施設の保守・修繕スタッフ 2 北海道札幌市 可　３年 可 札幌

01010- 432129 正社員 アルミ二次精練工場の作業スタッフ 2 北海道苫小牧市 可　３年 可 札幌

01010- 462329 正社員 自動車の解体作業スタッフ 1 北海道石狩市 可　３年 可 札幌
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https://www.hotelwbf.com/

株式会社鈴木商会 https://www.suzuki-shokai.co.jp/

株式会社北海道サンジェルマン

ＷＢＦホテルマネジメント株式会社　北海道営業所

https://www.h-saint-germain.co.jp/

株式会社じょうてつ http://www.jotetsu.co.jp/

株式会社プラスト https://plast-s.jp/

山崎建設株式会社　北海道営業所 http://www.yamazaki.co.jp/

ワタキューセイモア株式会社北海道支店 https://www.watakyu.co.jp/
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33 トーワラダンボール株式会社 http://www.tohwara.co.jp/ 01240-400629 正社員 ダンボール製造業務 2 北海道石狩市新港西１丁目７７３-３ 可　３年 可 札幌北

34 ダイワ整備機工　株式会社 https://www.daiwaseibi.co.jp/ 01240-116729 正社員 自動車整備業 2 札幌市東区東苗穂２条３丁目3番55号 可　３年 可 札幌北

35 北海道車体株式会社 http://hokusha.jp/ 01230-313329 正社員 製造スタッフ（組立・加工） 5 北海道北広島市大曲工業団地2丁目7-3 可　３年 不可 札幌東

36 株式会社アイアイテー http://www.iit-inc.co.jp/ 01240-513029 正社員 物流センター業務全般（倉庫内作業・事務業務） 2 北海道石狩市新港西３丁目７００ー２ 可　1年 不可 札幌北

37 東洋ガラス工業株式会社 http://toyo-glass.com/ 01240-53129 正社員 工事及び内窓・配送 2 石狩市 可　5年 不可 札幌北

01240-30429 正社員 警備職(施設警備、機械警備),技術職 5
札幌市(施設警備) 伊達市(機械警備)　苫小牧市(施設警
備)　千歳市施設警備)

可　３年 可 札幌北

01240-31029 正社員 警備職(施設警備、警備輸送、機械警備)、技術職 3 釧路市 可　３年 可 札幌北

01240-41629 正社員 警備職(施設警備、警備輸送、機械警備)、技術職 3 名寄、旭川、留萌、富良野、稚内 可　３年 可 札幌北

39 キングラン北海道株式会社 https://www.kingrun.co.jp/ 01010-997029 正社員 業務部スタッフ 2 札幌市手稲区 可　３年 不可 札幌

40 01010-684129 正社員 製造職 3 石狩市新港南1丁目22-33 可　３年 不可 札幌

01010-685229 正社員 施工管理職 2 札幌市西区琴似3条1丁目1-10 可　３年 不可 札幌

41 01230-293829 正社員 販売職 1
北海道札幌市内、恵庭市、苫小牧市、小樽市のいずれ
か

不可 不可 札幌東

01230-292929 正社員 技術職 1 北海道恵庭市下島松801-3 不可 不可 札幌東

42 株式会社日照電機製作所 https://www.nisshodenki.com/ 01240-00471229 正社員 配電盤製造に係わる職業 1 北海道札幌市東区北丘珠１条３丁目６５７－１３ 可　３年 不可 札幌北

43 株式会社　二階堂 https://n-nikaidou.com/ 01230-316829 正社員 内装仕上工事 10 北海道札幌市 可　３年 可 札幌東

44 社会福祉法人　楡の会 http://nire.or.jp/ 01230-801429 正社員 介護職員 5 札幌市厚別区・白石区・南区のいずれか 可　３年 可 札幌東

01230-800529 正社員 指導員 5 札幌市厚別区 可　３年 可 札幌東

45 01240-266029 正社員 事務職 2 北海道石狩市 可　２年 可 札幌北

01240-290429 正社員 倉庫作業 2 北海道石狩市 可　２年 可 札幌北

46 株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス https://www.lixil-totalservice.co.jp/ 01010-268529 正社員 総合職 1 北海道札幌市 可　1年 不可 札幌

47 株式会社フジネット https://www.fujinet-co.jp/ 01010-335929 正社員 運搬作業員 3 北海道札幌市 可　３年 可 札幌

48 株式会社北海道イエローハット https://www.yellowhat.jp/ 01230-26729 正社員 店内販売員 3 北海道札幌市7店舗・余市町１店舗・恵庭市１店舗 可　1年 可 札幌東

01230-27129 正社員 自動車整備員 3 北海道札幌市7店舗・余市町1店舗・恵庭市1店舗 可　1年 可 札幌東

49 01230-00716429 正社員 デイサービススタッフ（豊平区月寒西２条） 2 北海道札幌市 可　３年 可 札幌東

01230-00717029 正社員 デイサービススタッフ（中央区南１３条） 2 北海道札幌市 可　３年 可 札幌東

01230-00592829 正社員 デイサービススタッフ（西区発寒８条） 2 北海道札幌市 可　３年 可 札幌東

50 01240-574829 正社員 ホテルスタッフ（温浴施設・料飲サービス） 4 札幌市北区東茨戸132番地 可　３年 不可 札幌北

01240-560529 正社員 菓子製造スタッフ 4 札幌市北区東茨戸132番地 可　３年 不可 札幌北
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株式会社札幌シャトレーゼ http://gateauxkingdom.com/

株式会社ノアコンツェル https://www.noah-konzer.com/

鴻池運輸株式会社　札幌流通センター営業所 https://www.konoike.net/

石上車輌株式会社 https://www.ishigami.co.jp/

ALSOK北海道株式会社 http://www.hokkaido.alsok.co.jp/

ＹＫＫ ＡＰ株式会社　北海道支社 https://www.ykkap.co.jp/
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