
№ 郵便番号 業種名 ＨＰ有無
ＨＰ
アドレス

会社名 住所 電話番号 事業内容 業務内容 求める資格・免許 求める経歴 その他

1 047-0017 福祉事業 有
http://icare-
g.jp

株式会社アイケア北海道 若松1丁目9番10号 0134-31-3727 介護事業
介護職員
生活相談員
訪問介護ステーション管理者

ホームヘルパー2級
社会福祉士、介護支援専門員、
社会福祉主事任用
看護師免許

不問
不問
訪問介護経験者

2 047-0152 医療 有
http://www.
hkknet.or.jp/

朝里中央病院 新光1丁目21番5号 0134-54-6543 病院
看護
介護

看護師
ﾍﾙﾊﾟｰ２級以上あれば尚可

不問

3 047-0034 総合建設業 有
http://abeke
n.jp

阿部建設株式会社 緑1丁目5番1号 0134-23-6221 総合建設業
建設施工管理
土木施工管理

１級建築士
１級建築施工管理技士
１級土木施工管理技士

官公庁、民間の施工
現場にて管理経験の
ある者

社員の年齢構成
補正のため57歳
以下求む

4 061-3271 製造 有
https://www
.amakasu-
chem.co.jp/

甘糟化学産業株式会社
北海道営業所

銭函3丁目263番地16 0134-62-0051
エタノール製品、溶剤、化学品
等の製造販売

営業職 普通自動車免許 高卒以上   30歳前後

5 047-0032 小売・飲食店 有
http://otaru
-amato.com/

株式会社あまとう 稲穂2丁目16番18号 0134-22-3942 洋菓子製造販売及び喫茶
洋菓子製造・調理・販売など
（各職場の欠員次第）

洋菓子製造員
喫茶調理員

不問

6 047-0031 製造 無 － 飴谷製菓株式会社 色内2丁目4番23号 0134-22-8690 菓子製造卸 菓子製造工・菓子包装工 あめ菓子造りに興味がある方 不問

7 047-0031 運輸業 有
http://ishiha
raunyu.jp/

有限会社石原運輸 色内3丁目6番31号 0134-21-2580 トレーラーによる道内配送 トレーラー乗務員
大型自動車免許
けん引免許

不問

8 061-3271 製造 有
http://itoha
mdaily.co.jp/

伊藤ハムデイリー株式会社
（小樽工場）

銭函5丁目61番地3 0133-72-1861
ハム・ソーセージ等、食肉加工
品の製造・販売

食肉加工品の製造 生産技術職 不問

9 047-0152 製造 無 － 稲垣工芸株式会社 新光5丁目2番1号 0134-54-1313 応接セット・テーブルの製造 椅子製作に係る軽作業 不問 高卒

10 047-0154 サービス 有
http://www.
winkel.co.jp/
school

ＷＩＮＫＥＬスノースクール 朝里川温泉2丁目686番地 0134-52-1185
スキースクール
貸別荘
キャンプ場

スキー（スノーボード）レッスン、外
国人旅行客向けのレッスン＆ガイド

スキー（スノーボード）インストラ
クター
資格不問、研修・社内試験後活
動

高卒以上
有資格者・英語できる
方優遇
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11 047-0008 通信販売 有
http://www.
v-victory.jp

auショップウイングベイ小樽
築港11番1号

ウイングベイ小樽三番
街1F

0134-24-8887 auショップ運営
auショップの受付
接客･事務

不問 不問

12 061-3271 廃棄物処理業 有
http://www.
ecofficejapan
.co.jp/

エコフィスジャパン株式会社 銭函4丁目161番地9 0134-74-8668
廃棄物処理、収集運搬　リサイ
クル業

ドライバー
普通自動車免許（中型）
大型自動車免許

不問

13 047-0152 サービス 有
http://www.
m-digi.co.jp/

株式会社エムデジ 新光1丁目11番1号 0134-54-0088

ドコモショップの運営、ソフトバン
クショップの運営、法人営業、オ
ンラインショップの運営、傘下代
理店の委託販売、ワイモバイル
ショップの運営

総合職（１．営業、２．店舗運営管
理、３．本社管理業務等)
一般職（１．店舗スタッフ、２．本社
業務）

高卒以上

14 047-0021 測量 無 － オオハシコンサルタント株式会社 入船1丁目1番7号 0134-27-3600
公共測量
建設コンサルタント
補償コンサルタント

公共事業における測量調査
用地等図面及び計算書作成

測量士もしくは測量士補
普通自動車免許（AT限定可）

高卒

15 047-0031 サービス 有
http://www.
o-plan.com/

株式会社オー・プラン 色内1丁目9番6号 0134-29-1003
印刷物・出版物・ホームページ
の企画編集・デザイン制作

デザイン・プログラミング・オペレー
ティング

デザイナー、プログラマー、オペ
レーター

経験者優遇
短大卒以上

希望者は履歴書
送付してくださ
い。

16 047-0003 サービス 有

http://www.
oomori-
sangyou.co.jp
/company/

有限会社大森産業 真栄1丁目18番3号 0134-22-3389
廃棄物収集運搬・
リサイクル業

収集運搬車両運転者兼作業者
リサイクル関連作業者

必要とする人材に対する資格
は、多岐にわたるため採用時検
討。最低運転免許必要

不問

17 048-2671 福祉 有
http://www.
otaru-
ikuseiin.com/

社会福祉法人小樽育成院 オタモイ1丁目20番18号 0134-28-2500

高齢者介護事業
養護老人ホーム・特別養護老人
ホーム・通所介護事業・訪問介
護事業・居宅介護支援・地域包
括支援センター

高齢者への生活支援業務
介護・看護・相談業務、在宅高齢者
への相談支援業務

職種によるため、問い合わせく
ださい

同左

18 047-0032 医療 有
http://www.
otaru-
ekisaikai.jp

一般社団法人日本海員掖済会
小樽掖済会病院

稲穂1丁目4番1号 0134-24-0325 病院

医師
看護師
薬剤師
理学療法士

医師免許
看護師免許
薬剤師免許
理学療法士免許

不問

19 047-0022 幼稚園 有
http://otaru

-olive.jp
小樽オリーブ幼稚園 松ヶ枝1丁目9番5号 0134-23-7890 幼児教育 保育

幼稚園教諭
保育士

短大卒
専門学校卒

20 047-0152 旅館業 有

http://otaru
-
kourakuen.co
m

おたる宏楽園 新光5丁目23番1号 0134-54-8221 旅館業
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21 047-0032 教育・研究 有
http://otaru
-dental-
school.com/

小樽歯科衛生士専門学校 稲穂2丁目1番14号 0134-27-3001 歯科衛生士養成 専任教員 歯科衛生士

歯科衛生士専門学校
卒業以上
歯科衛生士として歯
科臨床実務経験4年
以上

左記資格・経歴以
上を必須とする

22 047-8501 教育・研究 有
http://www.
otaru-
uc.ac.jp/

国立大学法人
小樽商科大学

緑3丁目5番21号 0134-27-5208 教育・研究 職種によります 職種によります 職種によります

23 047-0047
教育・学習支

援業
有

http://otaru
-aq.jp/

株式会社小樽水族館公社 祝津3丁目303番地 0134-33-1400 水族館事業
飼育関連業務
事務関連業務
施設管理関連業務

飼育職
事務職
施設管理職

高卒以上

24 047-0041 福祉 有
http://www.t
akashima.or.j
p

社会福祉法人
小樽高島福祉会

手宮1丁目5番30号 0134-31-2100 障がい福祉サービス事業
障がいを持たれる方の各種相談や
地域生活を営むために必要な支援
を行います。

普通運転免許（AT限定可）福祉
資格あれば尚可

高卒以上  

25 047-0027 製造 有
http://www.
kamaei.co.jp/

株式会社かま栄 堺町3番7号 0134-25-6181 蒲鉾の製造・販売
販売員
製造従事者

原則、高卒以上の新
卒者（学校の就職担
当を通じて募集）

欠員時募集

26 047-0047 サービス 有
http://www.
otaru-
kihinkan.jp/

株式会社貴賓館 祝津3丁目63番地 0134-24-0024
旧青山別邸入館
売店
レストラン

入館ガイド受付、販売、レストラン
サービス、営繕、調理師、調理補
助、洗い場・館内清掃他、営業（館
内・外）、事務

調理師：調理師免許
営業：普通自動車免許

経験者優遇
業務内容は配置
場所により異なり
ます。

27 047-0261 製造 有

http://kyoku
tou-
koubunshi.jp
/

極東高分子株式会社 銭函2丁目56番1号 0134-62-2115
食品を主体とした包装資材の製
造・販売

企画営業
製造オペレーター

普通免許
大卒（営業）
高卒（製造）

28 047-0011 製造 有
ｈｔｔｐｓ：
//www.kurilo
n.co.jp

クリロン化成株式会社 天神1丁目15番1号 0134-29-0461
共押出し多層フィルムの製造・
販売

製造：共押出し多層フィルムの製造
営業：共押出し多層フィルムの販売

職種による 職種による

29 047-0045
介護・福祉
サービス

無 － 有限会社グループホーム幸 清水町20番9号 0134-27-2600 介護

認知症の方への介護
日常生活の援助
（入浴介護もあり）
レクリエーション

介護職員
資格・免許不問

不問

30 047-0023 サービス 有
http://gh-
hana.jp/

有限会社グループホーム花 最上2丁目19番9号 0134-27-2104 グループホーム（介護職）

入浴、排泄等の身体介助、掃除、
洗濯、食事補助（調理含む）
レクリエーション活動・通院介助（付
き添い等）

無資格でも可 不問 正社員及びパート
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31 047-0021 医療・介護 有
http://www.
office-
yu.com

株式会社ケア・オフィス優 入船3丁目7番21号 0134-22-3951 訪問介護事業
利用者宅で家事・入浴・排泄介助
等

介護福祉士又はﾍﾙﾊﾟｰ２級以上 不問
要普通自動車免
許（AT限定車可）

32 047-0265 建設業 有
http://www.
kouei-
dn.com

有限会社弘栄電気 春香町339番地 0134-62-3524

鉄道電気設備のうち電車線設
備の新設・修繕・改修
電車線の架線配線ビーム取付
けなど

電車線工事全般
普通免許必須（AT限定不可）
中型・大型・電気工事工・クレー
ンなど有れば優遇

高卒以上35歳まで。
但し経験や資格に
よっては、40歳位まで
考慮します。

33 047-0017 運輸 有
http://www7
.plala.or.jp/ko
dama-i/

こだま交通株式会社 若松1丁目6番16号 0134-25-1234
ハイヤー・タクシー事業、福祉輸
送サービス事業

営業用小型旅客車両乗務
ハイヤー・タクシー乗務員、２種
免許
２種免許養成有り

学歴・経験・経歴不問
１０名

34 047-0006 卸売・建築 有
http://www.
saijosangyo.c
o.jp/

西條産業株式会社 有幌町2番16号 0134-25-5011 建設資材販売、建設業
・建築設計及び補助業務
・現場施工管理及びリフォーム営業

・２級建築施工管理技士
・１級建築施工管理技士
・２級建築士
・１級建築士

高卒以上
経験者優遇
ＣＡＤ経験者歓迎

時短勤務などを
ご希望の方もご
相談ください

35 047-0008 医療 有
http://www.
saiseikai-
otaru.jp

社会福祉法人恩賜財団
済生会支部北海道済生会
小樽病院

築港10番1号 0134-25-4321 病院

・看護

・リハビリテーション業務

・臨床検査技師業務

・看護師

・理学療法士・作業療法士

・臨床検査技師

・看護師養成所・看
護短大・大学卒
・専門学校卒以上

・専門学校卒以上

36 047-0013 縫製業 無 － 株式会社サイダ 奥沢1丁目25番23号 0134-33-7711 縫製
１：防衛省の戦闘服・戦闘雨具等の
パーツ縫製
２：まとめ作業（糸取り等）

１：工業用ミシンをお持ちの方に
限る
２：経験不問

不問
若干名
工賃は種別によ
る

37 047-0156 福祉 有
http://www.
sakura-
ac.jp/

学校法人麻上学園認定こども園
さくら幼稚園

桜1丁目5番1号 0134-54-6106 幼児教育
幼児教育
預かり保育

・幼稚園教諭
・保育士

専門学校卒
短大卒
大学卒

38 047-0261 製造業 無 －
株式会社札幌山水
銭函工場

銭函3丁目511番地11 0134-62-7171 住宅資材の製造
図面からの積算業務
工場内作業

天井クレーン
玉掛(あるとよい
普通自動車免許

高校卒業以上

39 047-0008 水運業 有
http://www.
snf.jp

新日本海フェリー株式会社 築港7番2号 0134-22-6191
長距離フェリー航路の運航（旅
客・貨物輸送）

旅客・乗用車・トラックの乗下船案
内、窓口業務

普通自動車免許
（通勤用）

高校卒以上
※新卒のみ

40 047-0011 建設業 無 － 株式会社鈴木建設 天神1丁目4番13号 0134-32-7332
型枠工事
土木工事

型枠工事
土木工事

型枠大工
土木作業員

不問
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41 047-0261
老人福祉・介

護
有

http://otaru
-shakyo.jp

社会福祉法人　小樽市社会福祉
協議会
銭函デイサービスセンター

銭函2丁目23番21号 0134-62-1585 通所介護

通所（デイサービスセンター）にお
ける介護業務
・生活介助、レクリエーション、記録
・送迎等（運転は相談のうえ）

不問
ホームヘルパー2級以上あれば
尚可

不問

42 047-0039 警備業 有
http://www.
daiko-sp.jp/

株式会社大光警備 錦町8番123号 0134-33-9055
交通誘導警備、雑踏警備、施設
警備

工事現場等の交通誘導
コンサート等のイベント警備
プール監視

不問
※交通の検定資格、救命・救急
法受講者優遇

不問

43 047-0016 製造 有
http://www.ta
nakashuzo.co
m

曲イ　田中酒造株式会社 信香町2番2号 0134-21-2390 酒類の製造及び販売
酒類製造工
営業業務

普通運転免許 高卒 欠員時募集

44 047-0032 小売業 有
http://tarch
e.jp

株式会社たるしぇ
駅なかマート　タルシェ

稲穂2丁目22番15号
(小樽駅内）

0134-31-1111
小樽･後志の食品･雑貨などの
産品を販売

営業全般
商品管理など

運転免許 高卒以上  
小樽･しりべしの
発展を願う人歓
迎

45 061-3271 製造 有
http://www.t
anzen.co.jp

株式会社タンゼンテクニカルプロ
ダクト

銭函5丁目52番地11 0133-74-8651 食品製造 食品製造

46 047-0008 製造 有
http://tukun
aka.com

有限会社ツクナカ 築港6番4号 0134-27-1233 海産珍味製造卸
水産原料の加工
機械による包装
袋詰・箱詰・出荷業務

製造のお手伝い
出荷業務：普通免許

高卒以上
正社員
アルバイト
パート

47 047-0261 製造 有
http://top-
run.co.jp/ho
me.htm

株式会社トップ・ラン 銭函3丁目521番地19 0134-62-6422
弁当容器・包装資材卸、野菜の
カット加工,サラダ製造

サラダ製造、野菜加工各５名程 不問

48 047-0261 サービス業 有
http://www.
kyotsu.co.jp/

トップワーク株式会社
石狩営業所

銭函5丁目61番地5 0133-72-1088
一般労働者派遣事業
有料職業紹介事業

倉庫内作業 不問 不問

49 047-0031 運輸 有

https://otaru
-
tonbo.jimdofr
ee.com

トンボハイヤー株式会社 色内3丁目5番1号 0134-23-7711 旅客運送業 ハイヤー乗務員 普通自動車第２種免許 不問 アルバイト可

50 047-0024 病院 有
http://nishih
ospital.com

医療法人西病院 花園2丁目11番5号 0134-33-1200
外来・入院診療
予防接種

内科・精神科診療等
病棟勤務等
食事・入浴介助、清掃等

医師免許
看護師・准看護師免許
看護補助者　資格不要

不問
常勤・非常勤可
正職員・パート可
正職員・パート可
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51 047-0032 飲食店 有
http://www.
newsanko.jp/

株式会社ニュー三幸 稲穂1丁目3番6号 0134-33-3500 飲食業
接客業務
調理業務

調理師
普通自動車免許

不問

52 047-0032 医療 有

http://www.
shinyukai-
r.or.jp/noguc
hi/

医療法人社団心優会野口病院 稲穂2丁目22番6号 0134-32-3775 病院
Ａ　リハビリ
Ｂ　看護補助・介護

Ａ　作業療法士・理学療法士
Ｂ　看護助手・介護員

経験者優遇

53 047-0046 社会福祉事業 有
http://noma
d-haru.com/

社会福祉法人ノマド福祉会 赤岩2丁目18番22号 0134-31-2222 社会福祉事業 介護業務 介護福祉士 高卒以上  

54 047-0036
介護・福祉
サービス

無 －
宗教法人真正寺
グループホームハーモニー

長橋2丁目15番8号 0134-33-1811 グループホーム
介護ヘルパー
入居者の介助業務

介護福祉士等の国家資格また
は認定資格
※資格がなくても可

不問

55 047-0032 教育 有
http://www.
yes-n.co.jp/

パソコン教室YESパソコン学院
長崎屋小樽校

稲穂2丁目20番1号
長崎屋小樽店２Ｆ

0134-27-6266 パソコン教室 教室スタッフ 不問 不問
ワード・エクセル
の基本操作がで
きる方

56 047-0007 製造 有
http://www.
hikarigokin.co
.jp/

株式会社光合金製作所 港町6番1号 0134-32-1119
不凍給水栓と関連機器の開発・
製造・販売

研究開発・生産管理
商品開発

開発職、機械設計、電気回路設
計

経験者優先
３０歳まで１名

57 047-0017 建設 有
http://www.f
ukushima-
km.co.jp/

株式会社福島工務店 若松1丁目7番18号 0134-23-3542
建築施工
一級建築士事務所

経理事務
積算・現場管理
大工技能者

・建設業会計、情報処理
・１，２級建築士
・１，２級建築施工管理技士

高卒以上４０歳まで
各々１名

常時募集

58 047-0014 訪問介護 無 －
小樽総合介護サービス有限会社
ヘルパーステーション若葉

住ノ江1丁目8番11号 0134-21-0488 訪問介護事業 訪問介護 ヘルパー2級以上 不問

59 047-0156 金融・保険 有
https://www
.hoken-
st.com/

株式会社保険ステーション  桜1丁目15番5号 0134-54-2155

自動車保険・火災保険・企業保
険その他損害保険全般、ガン
保険・医療保険・事業保険その
他生命保険全般

生損保の新規獲得、保全業務、事
故受付対応

営業経験3年以上、自動車普通
免許 

高卒以上  

60 047-0261 建設業 有
http://www.
dougiken.co.j
p

北海道技建株式会社 銭函3丁目519番地12 0134-61-2777 区画線引き・道路標識
公共工事を中心とした土木・舗装・
塗装工事
現場の施工管理業務全般

作業員
普通自動車免許

不問
高校卒
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61 061-3271 製造 有

http://www.
eco-
kimura.co.jp/
hk/

株式会社北海道木村 銭函4丁目161番地4 0133-72-6028
一般・産業廃棄物収集運搬・処
理リサイクル

運転スタッフ
運転スタッフは中型自動車免許
以上

不問

62 047-0003 運輸 有
http://www.
chuo-
bus.co.jp/

北海道中央バス株式会社
小樽事業部

真栄1丁目7番7号 0134-25-3335
一般旅客自動車運送事業
ほか

バス乗務員 バス乗務員（正社員）
不問（大型２種免許取
得支援制度有）

63 047-0008 貿易、小売 有
http://www.
htd-
sakura.co.jp/

北海道貿易開発株式会社 築港5番1号 0134-31-4747
主にロシア輸出貿易、免税スト
ア運営、海外へのインターネット
通販

海外取引先との窓口業務
免税店の物販業務
インターネット通販運営業務

ロシア語もしくは英語、パソコン
操作、薬剤師または一般医薬品
登録販売者資格、通関士資格
の中で１つ以上有する者

高卒以上

64 047-0261 製造 有
http://www.
hokkai-
bane.co.jp/

北海バネ株式会社 銭函2丁目54番8号 0134-62-3521 金属製品製造
コイリングマシン等機械作業、生産
管理、工程管理、品質管理、資材
管理、出荷及び在庫管理の司令塔

製造・検査
普通運転免許 高卒以上、経験不問  

65 047-0013 サービス 無 －
医療法人双葉会老人保健施設
マイトリーおたる

奥沢1丁目2番2号 0134-21-2555
医療福祉等に係るサービスの
展開

施設利用者の介護全般（入浴、排
泄、食事等の介助）

看護師、准看護師、介護福祉
士、介護員（資格不問）

不問

66 061-3271
水産加工品製

造販売
有

http://otaru
-

marine.co.jp/
マルスイ小樽マリン株式会社 銭函5丁目55番地3 0133-76-1311

水産加工
おもに寿司ネタ

水産加工品の製造
水産加工製造員
資格：特になし
普通自動車運転免許（AT可）

高卒

67 047-0032 医療業 有
http://www.
mitsuyama-
hp.com/

医療法人社団三ツ山病院 稲穂1丁目9番2号 0134-23-1289 病院業
薬剤師による調剤・服薬指導等、訪
問看護業務

薬剤師、看護師
不問だが病院での勤
務経験があれば尚可

68 047-0032 運輸 無 － 株式会社ミドリ小型ハイヤー 稲穂5丁目11番2号 0134-22-1497 ハイヤー・タクシー業 乗務員 普通自動車第２種免許 不問

69 047-0002 医療 有
http://www.
minamiotaru-
hospital.com

医療法人社団青優会
南小樽病院

潮見台1丁目5番3号 0134-21-2333 病院
A：看護師
B：看護助手

A：看護師又は准看護師
Ｂ：ヘルパー2級以上あれば尚可

不問

70 047-0021
管・土木工事

業
有

http://www.
yamabuki.biz

山吹商工株式会社 入船5丁目24番7号 0134-24-1717
給排水衛生設備工事・一般土
木工事・メンテナンス他

総務事務及び現場施工管理士並
びに配管工

不問（下記あればなお良）
2級以上の管工事施工管理技士
資格・2級以上の土木施工管理
技士資格

不問
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71 047-0011
機械器具製造

業
有

http://yama
motoenjiniari
ngu.hp.gogo.j
p

有限会社山本エンジニアリング 天神3丁目1番1号 0134-25-5421 精密機械部品製造・組立・販売
工業機械による部品製造・機械設
計

普通自動車免許 高卒以上  

72 047-0031 サービス 無 － 六光石油株式会社 色内2丁目4番2号 0134-23-2155
ガソリン・灯油・重油販売
ストーブ・ボイラー販売

3ｋローリーにて市内配送、その他
作業

危険物丙種、危険物乙4類のい
ずれか
普通自動車免許（要中型免許）

高卒程度

73 047-0023
介護・福祉
サービス

無 －
株式会社ロングライフ
小規模多機能型ホームぬくもり

最上1丁目24番3号 0134-31-5500 介護事業 介護業務全般
介護職員
資格・免許あればなお可

不問
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