
週刊
発行　　５月９日

職種 年齢・指針　 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給

不問 (1)20時00分～ 7時00分

960円～1,050円 (2) 8時00分～19時00分

年齢不問

TEL 03-3903-8806 （従業員数 201人 ）

パート労働者 13100- 4155681 就業場所 東京都北区

月給 簿記検定（日商２級）

59歳以下 (1) 9時00分～18時00分

195,000円～258,400円

省令１号

TEL 03-3901-3384 （従業員数 23人 ）

正社員 13100- 4162681 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

190,000円～262,600円

年齢不問

TEL 03-3905-1310 （従業員数 69人 ）

正社員 13100- 4169181 就業場所 東京都北区

月給 美容師

不問 (1) 8時45分～17時20分

200,000円～230,000円

年齢不問

TEL 03-3919-1215 （従業員数 40人 ）

正社員以外 13100- 4174781 就業場所 東京都北区

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種

45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

275,000円～315,000円

省令３号のイ

TEL 03-3908-2487 （従業員数 23人 ）

正社員 13100- 4178081 就業場所

月給 普通自動車免許一種

60歳～64歳 (1) 8時30分～17時00分 建築士（１級）

260,000円～260,000円 建築施工管理技士１級

省令３号のニ

TEL 03-5939-3500 （従業員数 25人 ）

正社員以外 13100- 4206881 就業場所 東京都北区

月給

40歳以下 (1) 9時30分～19時30分

175,000円～205,000円 (2) 9時30分～18時30分

省令３号のイ

TEL 03-3914-0418 （従業員数 8人 ）

正社員 13100- 4211581 就業場所

月給

不問 (1) 5時00分～13時50分

186,600円～250,500円 (2) 6時30分～14時50分

年齢不問 (3) 9時00分～19時30分

TEL 03-3907-1955 （従業員数 34人 ）

正社員 13100- 4237581 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許一種

不問

250,000円～350,000円

年齢不問

TEL 03-6741-1202 （従業員数 15人 ）

正社員以外 13100- 4245481 就業場所 東京都北区

時給

59歳以下

980円～1,100円

省令１号

TEL 03-5685-0366 （従業員数 8人 ）

パート労働者 13100- 4256281 就業場所

時給・月額換算 自動二輪車免許

不問 (1) 8時00分～16時45分 原動機付自転車免許

191,808円～191,808円

年齢不問

TEL 03-3914-4230 （従業員数 375人 ）

正社員以外 13100- 4286581 就業場所

月給

59歳以下 (1) 9時00分～17時30分

220,000円～250,000円

省令１号

TEL 03-3903-3435 （従業員数 6人 ）

正社員 13100- 4345181 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 管理理容師

不問 (1) 9時00分～19時00分

250,000円～260,000円

年齢不問

TEL 03-3558-5199 （従業員数 3人 ）

正社員 13100- 4029881 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）

40歳以下 (1) 8時30分～17時00分

155,800円～178,200円

省令３号のイ

TEL 03-5963-3311 （従業員数 16人 ）

正社員 13100- 4030181 就業場所 確定拠出年金

月給 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ

250,000円～400,000円

年齢不問

TEL 03-5901-6081 （従業員数 14人 ）

正社員 13100- 4038881 就業場所 東京都北区

月給 普通自動車免許一種

45歳以下 (1)10時00分～19時00分 普通自動車免許ＡＴ

200,000円～300,000円

省令３号のイ

TEL 03-5249-4688 （従業員数 7人 ）

正社員 13100- 4008681 就業場所

月給 交替制あり

44歳以下 (1) 9時00分～18時00分

190,000円～220,000円 (2)12時00分～21時00分

省令３号のイ

TEL 03-3912-8241 （従業員数 13人 ）

正社員 13100- 4039281 就業場所

船舶部品販売に係わる営
業及び事務業務

株式会社　ポートリリー
フ・エンジニアリング

東京都北区田端新町一丁目３０番３号 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし

営業 東拓　株式会社 東京都北区赤羽２－１－１８　コウノビル２Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし

理容師 ゆ～とぴあ　谷部　敏雄 東京都北区浮間１－７－４　メゾンイワイ　１０
１号

雇用・労災

雇用期間の定めなし

病院事務職員（総務
業務等）

公益社団法人地域医療振
興協会　東京北医療セン
ター

東京都北区赤羽台４－１７－５６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし

郵便外務（バイク） 日本郵便　株式会社　王
子郵便局

東京都北区王子６丁目２－２８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

経理総務（労務・業
務含む）

サトウ食品　株式会社 東京都北区赤羽２－１３－３サトウビル５Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし

【契約】リフォームプラ
ンナー／北区神谷

株式会社　ニトリ　東京
本部

東京都北区神谷３－６－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

(1) 9時00分～21時00分の間
の８時間程度

一般事務 日成ライフ　株式会社 東京都北区田端４－７－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし

(1) 9時00分～18時00分の間
の５時間以上

歯科アシスタント及び受
付事務【トライアル併用
求人】

医療法人社団　松葉会
豊五歯科医院

東京都北区豊島５丁目５番　豊島５丁目団地５号
棟１０４号室

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし

調理員【トライアル
併用求人】

社会福祉法人　日の基社
会事業団　　　日の基青
老閣

東京都北区桐ケ丘１－２１－４０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし

顧客管理（営業） 株式会社　ミヤコ消毒 東京都北区中十条３－２０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし

現場管理技術者【一級／
契約／６０歳～６４歳／
東京事業所】

大東建設　株式会社 東京都北区赤羽２－５１－３　ＮＳ３ビル７Ｆ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

法人営業 佐藤電設工業　株式会社 東京都北区中十条１－１５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし

美容学校教員 学校法人コーセー学園
（コーセー美容専門学
校）

東京都北区堀船１－４－１３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月未
満）

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

経理・総務事務 株式会社　奥野技術研究
所

東京都北区志茂３丁目１６－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし

所在地・就業場所

製本等の補助作業 株式会社　ＤＮＰ書籍
ファクトリー　赤羽製本
工場

東京都北区赤羽南２－１７－１０

急募／歯科医院の受
付、診療補助

東十条アクア歯科　黒田
努

東京都北区神谷１－３０－１　サンタウ－ノ１Ｆ 雇用・労災

雇用期間の定めなし

★ハローワーク王子（北区王子６－１－１７） 

  ℡ ０３－５３９０－８６０９ 

  ★赤羽しごとコーナー（北区赤羽１－１－３８） 

  ℡ ０３－３９０８－０１６１   

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ 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があります。その際はあしからずご了承ください。        

  ★ お仕事探しは ハローワーク王子 と 赤羽しごとコーナー をご利用ください！ 


