
ご参加にあたってのお願い

主催

○会場内でのマスクの着用、入口での検温、消毒にご協力ください。
○体調チェックシート（海外渡航歴・体調などの確認）のご記入をお願いします。

○検温の結果、37.5℃以上の発熱が確認された場合、ご参加をお断りします。
○発熱や体調がすぐれない方はご参加をお控えください。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、実施内容の変更や中止となる場合があります。

※さっぽろ季節労働者通年雇用促進支援協議会は本事業を㈱東京リーガルマインド札幌支社への委託により実施しています。（令和3年3月31日終了）

第1回
令和3年

集合場所
札幌駅前アスティ45ビル 地下1階広場

1/20（水）
9:30~16:00
ご参加申込締め切り 1月14日（水）

第2回
令和3年

2/3（水）
9:30~16:00
ご参加申込締め切り 1月28日（水）

お申し込み先TEL 011-210-5028（季節事業担当者まで）

通年雇用マッチング事業運営業務 受託事業者：㈱東京リーガルマインド 札幌支社

ご家族の方もご一緒に参加できます。お気軽にお申込みください。各回10名様。

事前予約制 昼食付参加無料

普段見ることのできない様々な職場を
自分の目で見てみませんか？

お仕事見学
バスツアー

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、出展者及び来場者の安全確保の観点から、中止となる場合があります。

アスティ45

2020

札幌市にお住まいの季節労働者のみなさまへ

パートから正社員まで！色々なお仕事があります。
是非、ご参加ください。

※出展企業及び募集職種は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承願います。

お仕事いろいろ
合同企業説明会

予約
不要

同時開催
イベント

●相談コーナー
●企業ブース
　訪問ツアー
●求人情報コーナー
●スタンプラリー

特典 ①履歴書用証明写真の無料撮影
②サンプラザ駐車場が３時間まで無料

※左記特典は、
　季節労働者限定です。

札幌サンプラザ
1階 ふれあい広場
北区北24条西5丁目
（地下鉄北24条駅から徒歩3分）

令和3年2/17（水）
13：00～16：00

参加
無料

出展企業

25社

宮 の 森 北 2 4 条 通

ご来場にあたってのお願い
○会場内でのマスクの着用、入口での検
温、消毒にご協力ください。

○検温の結果、37.5℃以上の発熱が確認
された場合、ご入場をお断りします。

○体調チェックシート（海外渡航歴・体調
などの確認）の記入をお願いします。

○発熱や体調がすぐれない方はご来場をお
控えください。

新型コロナウィルス感染症対策
について
○スタッフや参加企業のマスク着用を徹底
します。

○会場内の定期消毒をします。
○密を避けるため、人と人との接触を最小
限にします。

※この他にもみなさんが安心して来場できる準備
を進めています。

1月20日見学先

㈱中央ネーム 
プレート製作所

各種金属プレートの製作過程及び金属加工作業を
見学。

共和鉄工㈱ 鉄骨階段製作にかかる機械設備を見学。

プラス化成工業㈱ 食品容器などのプラスチック容器の製造過程見学。

2月3日見学先

幡本印刷㈱ 印刷設備を見学、印刷等の体験。

札幌 
ボデー工業㈱ 高規格救急車等の組立工程を見学。

㈱トッキュウ 
（札幌営業所）

倉庫の保管・管理、梱包作業、トラックの積載作業
を見学。

業種 企業名 募集職種

建設業

㈱大石建設 斫り工・解体工、左官職人、現場代理人（補佐）

㈱キムラリース 総合職（営業）、一般職（現場）

㈱三協テクノ 設備工事技術員、ユニットバス組立等作業員

札幌興業㈱ クレーンオペレーター

東光工栄㈱ 電機工事補助スタッフ、土木補助スタッフ

㈲大地リース クレーンオペレーター、杭抜手元作業員

警備 平清警備㈱ 警備員

運送・倉庫

㈱サカイ引越センター ドライバー、営業職

㈱トッキュウ トラック運転手

武田運輸㈱ 貨物自動車運転手

北海道中央バス㈱ 路線バス乗務員

施設管理 イオンディライト㈱ 設備管理、清掃

リサイクル ㈱公清企業 大型自動車運転手、ごみ収集作業員

業種 企業名 募集職種

製造業

㈱日照電機製作所 板金・塗装作業スタッフ、営業職

札幌ボデー工業㈱ 製造スタッフ、塗装スタッフ

ダイワ整備機工㈱ 自動車整備士

日糧製パン㈱ 製造職、新製品開発職、配送業務・営業

タクシー 北都交通㈱ タクシー乗務員

介護・福祉（福）栄和会 介護職員（正社員・準社員）未経験可

コール 
センター

㈱KDDIエボルバ コミュニケーター

㈱ディノス・セシール 
コミュニケーションズ コミュニケーター

販売・ 
サービス

㈱ジョイフルエーケー 販売員、販売員・レジ業務

㈱第一寶亭留 接客、清掃、調理・調理補助

㈱はなまる 総合職、接客・調理

千代田サービス販売㈱ 販売職、営業職、技術職



お申し込み先

通年雇用マッチング事業運営業務　受託事業者：㈱東京リーガルマインド 札幌支社

先着30名様。お気軽にお申し込みください。

シニア世代も働きやすい企業が
出展します。勤務時間や休日、
お仕事内容などご希望の
働き方を見つけてみませんか？

同時開催イベント
●相談コーナー
●求人情報コーナー

出展企業10社 お気軽にお越しください

ご来場にあたってのお願い
○会場内でのマスクの着用、入口での検温、消毒にご協力ください。
○検温の結果、37.5℃以上の発熱が確認された場合、ご入場をお断りします。
○体調チェックシート（海外渡航歴・体調などの確認）のご記入をお願いします。
○発熱や体調がすぐれない方はご来場をお控えください。

新型コロナウイルス感染症対策について
○スタッフや参加企業のマスク着用を徹底します。
○会場内の定期消毒をします。
○蜜を避けるため、人と人との接触を最小限にします。
※この他にもみなさんが安心して来場できる準備を進めています。

※新型コロナウイルス感染拡大により、出展者及び来場者の安全確保の観点から、中止となる場合があります。

札幌サンプラザ
1階 ふれあい広場
北区北24条西5丁目
（地下鉄北24条駅から徒歩3分）

令和3年3/5（金）
13：00～16：00

特典 ①コーヒー券（札幌サンプラザ）プレゼント
②札幌サンプラザ駐車場が3時間まで無料
※上記特典は、季節労働者限定です。

予約不要参加無料

（13：00～13：30）

健活セミナー
コロナに負けないカラダづくり
～笑って免疫力をアップする！～

かなざわクリニック

金澤さとみ先生
●予約不要・先着順　●定員15名

同時開催！

宮 の 森 北 2 4 条 通

TEL 011-210-5028（季節事業担当者まで）

ご来場にあたってのお願い
○会場内でのマスクの着用、入口での検温、消毒にご協力ください。
○検温の結果、37.5℃以上の発熱が確認された場合、ご入場をお断りします。

○体調チェックシート（海外渡航歴・体調などの確認）のご記入をお願いします。
○発熱や体調がすぐれない方はご来場をお控えください。

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により実施内容の変更や中止となる場合があります。ご了承ください。

元  HTBアナウンサー

佐藤 麻美氏によるセミナー
「自分らしく笑顔で生きるために」

60歳以上応募歓迎
合同企業説明会

令和3年2/17（水）
13：00～14：00

札幌サンプラザ
1階 ふれあい広場
北区北24条西5丁目
（地下鉄北24条駅から徒歩3分）

事前予約制参加無料

佐藤 麻美（さとう まみ）氏プロフィール
フリーアナウンサー。函館出身。1998年HTB入社。
深夜番組「おにぎりあたためますか」のMCを16年間担当。大泉洋、戸
次重幸と共に全国を食べ歩き、その数は900軒に上る。2019年8月
からフリーアナウンサーに転身。野菜ソムリエプロ、べジフルビュー
ティーセルフアドバイザーなど、「食」に関する5つの資格所持。小2と
4歳男児の母親でもある。

同時開催！

お仕事いろいろ合同企業説明会
13：00～16：00

業種 企業名 募集職種

建設業

㈱大石建設 斫り工・解体工、 
左官職人現場代理人（補佐）

㈱ベルディ  現場管理（正社員・パート）

㈱誠塗装店 建築物・橋梁物塗装工、 
建築・土木技術者

警備 北日本警備㈱ 交通誘導警備員（契約社員・アルバイト）

製造業 日糧製パン㈱ 製造職（洋菓子・パン等）

施設管理
三菱地所コミュニティ㈱ マンション管理員、マンション清掃員

㈱大京アステージ マンション管理員

タクシー 第一交通産業グループ タクシー乗務員（養成・女性専門・夜間）

介護・福祉 （福）札幌恵友会 介護職（正社員、契約社員、パート）

サービス ㈱第一寶亭留 接客、清掃、調理・調理補助

※出展企業及び募集職種は変更になる場合がございますので、あらかじめご了承願います。


