12月7日（金）発行
◎
◎
◎
◎

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。

ハローワークおびひろ
（帯広公共職業安定所）

℡ 0155-23-8296

フルタイム求人

職

種

仕事の内容

賃

金

就業時間

事業所名・所在地・就業場所 年

齢

求人番号

ＬＰガスと灯油及び燃 ○燃料と燃焼器具の販売、メンテナンス○
料器具の販売営業（足 灯油の配送○設備の点検、工事○集金、売
掛金管理、顧客管理業務 ＊担当エリア：足
寄町）
01010-47508481

医療事務／正職員

寄町・本別町
○病院内での受付○電話応対・患者様の対
応○事務作業○電子カルテの操作 ※業務
においてパソコンの操作があります

(1) 8時40分～17時20分

160,000円～
198,200円
(1) 8時45分～17時45分
152,000円～ (2) 8時45分～12時45分

152,000円

01040-14295281

地域おこし協力隊（国 ○国際交流の促進に関する業務○国内地域
際交流・国内地域間交 間交流の促進に関する業務○鹿追町国際交
流センター平成館内のカフェ運営に関する
流促進スタッフ）

業務等
〇主となって保育して頂く場合もありま
月額臨時保育士
す。〇担当は配属後に決定します。 ※対
象年齢は６ヶ月～６才※就業時間は１日７
時間４５分で早番・遅番あります。
01040-14299681
フロント受付及び売店 ○入浴券の受付業務○宿泊客のチェックイ
ン、チェックアウト等の対応○売店にて商
販売
品の販売○レジ対応○清掃等

(1) 8時30分～17時15分

168,000円～
168,000円
7時00分～19時00分の間
151,500円～ の8時間程度

151,500円

事務職員

変形（１年単位）
180,000円～ (1) 9時00分～17時00分
180,000円 (2)15時00分～22時00分
(1) 8時15分～17時00分

130,200円～
139,500円

ウエディングプラン
ナー／正社員

結婚式場ベルクラシック帯広でのウエディ
ングプランナー業務◯来客対応・電話対
応、婚礼誘致、婚礼案内、婚礼・宴会打ち
合わせ等
01040-14305881
ニッタ株式会社が所有する社有林の維持管
山林現場作業員
（チェーンソーによる 理◯社有林に樹生する針葉樹や広葉樹の伐
樹木伐採他）／正社員 採、枝払い、玉切りの、チェーンソー作業
＊チェーンソーの経験が３年以上必要
01040-14306281
フロント受付／正社員 結婚式場ベルクラシック帯広でのフロント
業務全般◯来客対応・電話対応、パソコン
入力業務◯発注関係等

(1) 8時30分～17時15分

140,000円～
140,000円
9時00分～22時00分の間
180,000円～ の8時間程度

180,000円
変形（１年単位）
169,000円～ (1) 7時30分～16時30分

276,000円

音更町元町２番地
音更町
ヤスダリネンサプライ

1
株式会社

大樹町字下大樹１９９－３
大樹町
医療法人社団 慶愛

○マッサージ師を自宅から利用者宅や入所
施設へ送迎○簡単な事務処理○集金業務等
※業務に使用するのは社用車でもマイカー
でも構いません。
01040-14311481
選別工場内作業員／正 ○機械選別による雑穀精選業務（豆類、小
麦、小麦粉など）◯大型フォークリフトに
社員
よる入出庫作業◯農産物荷受作業（豆類、
小麦など）◯トラックによる配送
01040-14312781
調理師又は見習い／正 ◯野菜サラダの材料切り込み、盛り付け◯
ドレッシングの作製◯付け合わせ物の仕込
社員
み◯ソース類の仕込み前の下ごしらえ◯調
理場の清掃等
01040-14314281
○受注、電話応対等の内勤業務○配達、発
ルート営業／正社員
送手配（梱包）○倉庫管理（メーカーへの
発注）○展示会のお手伝いなど ※ルート
営業のため、飛び込み営業はありません。
01040-14315181
◯口腔衛生指導◯スケーリング◯印象採得
歯科衛生士／正職員
◯患者導入◯受付業務◯歯科医師の補助◯
診療器具の準備、洗浄※就業時間：（２）
は木曜日、第１・第３・第５土曜日
01040-14316081
◯歯科医師の補助◯患者様導入◯受付業務
歯科助手／正職員
◯診療器具の準備、洗浄 ※就業時間：
（２）は木曜日、第１・第３・第５土曜日

59歳
以下
1

帯広市東３条南９丁目２番地
就業場所 帯広市
1
社会福祉法人 広尾町社会福祉協
議会
不問
広尾町公園通南４丁目１番地
就業場所 広尾町
1
株式会社ベルコ帯広
帯広市西１８条南１丁目２
帯広市
北海道ニッタ株式会社
幕別町新町１１５番地
幕別町
株式会社ベルコ帯広

就業場所

9時00分～20時00分の間
165,000円～ の8時間程度

165,000円

帯広市西１８条南１丁目２
帯広市
株式会社ベルコ帯広

就業場所

9時00分～22時00分の間
152,000円～ の8時間程度

152,000円

01040-14309381

01040-14317381

不問

就業場所

01040-14307181

接客サービススタッフ 結婚式場ベルクラシック帯広での衣裳業務
（婚礼・衣裳部）／正 全般◯婚礼、成人式、七五三等の衣裳合わ
せ・サイズ調整、衣裳片付け、接客等
社員

1

不問

01040-14302581

ドライバーおよびサ
ポート

鹿追町東町１丁目１５番地
就業場所 鹿追町
音更町役場

就業場所

婦人科クリニックでの医療事務全般○患者
様対応、電話対応○電子カルテへの入力
（医師の事務補助）○会計、受付、レセプ
ト請求
◯高齢者就労事業部経理事務（請求業務、
経理業務等）◯団体事務（社会福祉協議会
で受け持っている団体）等

59歳
以下

札幌市中央区北３条西１丁目２
就業場所 足寄町
1
医療法人社団 たかはし内科・呼
30歳
吸器内科クリニック
以下
帯広市西３条南４丁目１４番地
就業場所 帯広市
1
鹿追町役場

就業場所

01040-14300681

01040-14301981

株式会社

不問

01040-14296181

医療事務員

道東エア・ウォーター

(1) 9時00分～18時00分
146,960円～ 8時00分～19時00分の間
158,400円 の8時間
変形（１年単位）
169,560円～ (1) 8時00分～17時15分

243,960円

帯広市西１８条南１丁目２
就業場所 帯広市
帯広ケアマッサージ

165,000円

1

59歳
以下
1

59歳
以下
1

59歳
以下
1

不問
帯広市公園東町１丁目３－１２
就業場所 帯広市
株式会社 山本忠信商店
音更町木野西通７丁目３
音更町
有限会社 レストランまなべ

就業場所

(1)10時30分～20時00分
158,000円～ (2)12時00分～21時30分

59歳
以下

1

59歳
以下
1

不問
帯広市東９条南１０丁目３５-２
帯広市
1
株式会社 長谷川熊吉商店 帯広
35歳
営業所
以下
幕別町札内新北町１９７－５
就業場所 幕別町
1
医療法人社団 木村歯科医院
就業場所

(1) 8時30分～17時30分
180,000円～ (2) 8時30分～12時00分
180,000円 (3) 9時00分～17時00分
変形（１ヶ月単位）
160,000円～ (1) 8時30分～18時30分
180,000円 (2) 8時30分～13時00分
変形（１ヶ月単位）
130,000円～ (1) 8時30分～18時30分
135,000円 (2) 8時30分～13時00分

不問
清水町南１条３丁目１２番地
就業場所 清水町
医療法人社団 木村歯科医院

1

不問
清水町南１条３丁目１２番地
就業場所 清水町

1

保育士・幼稚園教諭／ ◯町内の３保育所又は幼稚園における保育
業務◯発達支援センターにおける相談・療
正職員

育業務◯幼児・児童の発達支援業務◯乳幼
児を保育する世帯の子育て支援業務等
01040-14318681
調理兼ホールスタッフ ○調理・配膳・片づけ○接客○店舗管理等
＊経験あれば尚可 ※就業時間：（１）～
／正社員
（３）のシフト制勤務。また、１日５時間
以内の勤務が週１日あります。
01040-14319981
広尾町役場にて保育士としての業務を行っ
保育士／正職員
ていただきます。◯保育業務全般 ＊町内
に在住可能な方

(1) 8時45分～17時30分

159,800円～
179,200円

39歳
以下

清水町南四条２丁目２番地
清水町
1
有限会社 フードオフィスサイト
ウ（味の時計台 音更店）
不問
音更町木野大通西１１丁目２-２
就業場所 音更町
1
広尾町役場
就業場所

(1)10時00分～18時00分
190,000円～ (2)12時00分～20時00分
250,000円 (3)16時00分～22時00分
(1) 8時00分～16時45分

144,100円～
258,400円

広尾町西４条７丁目
広尾町
芽室町農業協同組合

就業場所

01040-14320781

ガソリンスタンドス
タッフ

清水町役場

セルフスタンドでの軽整備・洗車・給油等
◯オイル交換、タイヤ交換、パンク修理◯
部品等の取付、交換◯レジ業務など ※就
業時間：シフト制。実働１日７．５時間
○各種伝票の作成○電話対応、来客対応
（お茶出し含む）○庶務業務全般（コピー
取り、郵便物発送、書類整理、ファ イリ
ング、事務所内清掃）
介護施設（有料老人ホーム）での業務○入
居、退居業務○支援、ケア計画への関与○
苦情対応の実施と記録業務○他職種との連
携、調整○生活、支援相談業務等
有料老人ホーム内での介護業務○施設入居
者様への食事、入浴、排泄等のお世話○行
事やレクリエーションの計画・企画・実施
○施設内及び入居者様居室等の清掃等
まずは、商品知識の習得、商品ディスプレ
イ・陳列の工夫、発注業務、空間の演出な
ど商売のイロハを学び、ＭＤプランナーを
目指していただきます。ＭＤプランナー昇
格後は、商品の仕入れ・選定から仕掛け作
りなど売場創り全般をお任せいたします。

変形（１年単位）
160,000円～ 7時30分～21時00分の間
160,000円 の8時間程度

システムサポート／帯 ○システムメンテナンスの調査○システム
インストール、設定業務○システムマニュ
広／未経験者歓迎

(1) 9時00分～17時30分

株式会社

(1) 9時00分～17時15分

東京都渋谷区桜丘町２４－１
就業場所 帯広市
デラバル株式会社

01040-14321881

一般事務員（帯広市）
01090-11218281

生活相談員（帯広市）
01240-25523181

介護スタッフ（有料老
人ホームみのり帯広）
01240-25526681

売場責任者・売場責任
者候補スタッフ

13070-17958582

アルの作成○システムの運用監視業務

(1)10時00分～19時00分

150,000円～
200,000円
変形（１ヶ月単位）
165,000円～ (1) 9時00分～18時00分

370,000円

交替制あり
(1)10時00分～19時00分
220,000円～ (2)13時00分～22時00分
5時00分
350,000円 (3)20時00分～
9時00分～ 8時59分の間
の8時間程度

170,000円～
210,000円

搾乳プラント等酪農機器のソリューション
営業・販売

200,000円～
375,000円

長、エリアマネージャー、ブロック長、本
部長へとキャリアアップします。

営業職／北海道帯広市 ○ベアリングを主とした伝動機器、機械部
品の提案、販売を行なうルート営業及び
セールスエンジニア○見積書の作成及びＰ
Ｃでの入力業務○アフターフォロー

（請）調理員又は調理 老人ホーム入所者の食事の仕度、後片付
補助／池田町（平日勤 け、食堂の清掃等業務を行っていただきま
す。
務）

変形（１ヶ月単位）
(1)15時00分～ 0時00分
230,052円～ (2)18時00分～23時00分
362,538円 (3)20時00分～ 5時00分
変形（１ヶ月単位）
176,000円～ (1) 9時00分～18時00分

270,000円

（請）調理員又は調理 老人ホーム入所者の食事の仕度、後片付
け、食堂の清掃等業務を行っていただきま
補助／池田町（土・
す。
日・祝日勤務）

送迎ドライバー（帯
広）
01040-14313881

漢方薬販売スタッフ
01040-14323181

販売

○マッサージ師を自宅から利用者宅や入所
施設へ送迎○簡単な事務処理○集金業務等
※業務に使用するのは社用車でもマイカー
でも構いません。
○派遣スタッフの出勤・退勤時の送迎業務
○スタッフの自宅や各ポイントを回り派遣
先へ送迎○送迎範囲は帯広市内・幕別・芽
室・音更・士幌等
イオン帯広店１Ｆの本格漢方相談のお店に
おける販売、接客業務○ＰＯＰ作成、お客
様向け講習会の企画○接客、販売業務 ＊
ＰＯＰ作成時などにパソコンを使用
ワイン城ショッピングエリアでの十勝ワイ
ン類の販売 ○商品の陳列、接客、レジ業
務○その他販売に係る業務

01041- 892481

法人事務・販売／帯広 ○法人コーナーのお取引先様の対応（店頭
での電話応対、書類・データの作成、伝票
店
10020-22835181

就業場所

1

59歳
以下
札幌市東区北３９条東２-３-１５
帯広市
株式会社ドン・キホーテ

東京都目黒区青葉台2-19-10
就業場所

帯広市

整理）○店頭お客様対応とレジ操作及び、
店舗案内等

18歳
以上
1

第一コンピューター

1

東京都新宿区新宿１-２８-１１
芽室町
株式会社 モンテローザフーズ

1

就業場所

1

18歳
～44
東京都武蔵野市中町１－１７－３ 歳
帯広市

コーヨー日軸

株式会社

(1) 9時00分～13時00分

株式会社

(1) 9時00分～13時00分

幕別町札内若草町５３８－２２
就業場所 池田町
株式会社 吉井商事

850円～
900円

39歳
以下
1

吉井商事

不問

850円～
900円

01040-14298381

01040-14310581

1

北九州市小倉北区高浜1-２-２
就業場所 帯広市

01040-14297081

ドライバーおよびサ
ポート
（パート）

帯広市
株式会社 アクティブ・ケア

就業場所

１．居酒屋「白木屋」「魚民」「山内農
正社員店舗スタッフ
（山内農場 帯広白樺 場」「目利きの銀次」等での接客・調理・
マネジメント ２．店長候補を経て、店
通店）

40060-26200481
パートタイム求人

59歳
以下
札幌市東区北３９条東２-３-１５

不問

13080- 5131482

13170-54124481

不問

不問

13070-18239182

セールス（芽室町）

1

芽室町西４条南１丁目１番地９
就業場所 芽室町
1
株式会社 ウインドヒル ビッグ
釧路店
不問
釧路市文苑１丁目１－１３
就業場所 帯広市
1
株式会社 アクティブ・ケア

就業場所

変形（１ヶ月単位）
160,000円～ (1)10時30分～19時30分
300,000円 (2) 9時00分～18時00分
(3) 7時00分～16時00分

35歳
以下

8時00分～17時00分の間
835円～ の4時間以上

900円
6時00分～ 0時00分の間
840円～ の3時間以上

900円

不問
幕別町札内若草町５３８－２２
就業場所 池田町
帯広ケアマッサージ

835円
(1) 9時00分～17時00分
835円～ (2) 9時00分～13時00分
850円 (3)13時00分～17時00分

2

不問
帯広市公園東町１丁目３－１２
就業場所 帯広市
スタッフマルシェ株式会社
帯広市西３条南９丁目２番地
帯広市
漢方サロン＆薬膳カフェ フィグ

就業場所

9時00分～21時00分の間
835円～ の4時間以上

2

2

18歳
以上
2

不問
帯広市南の森西１丁目６－８
就業場所 帯広市
有限会社ワインショップトカチ

池田町字清見８３ワイン城内
就業場所 池田町
又は10時00分～18時30分 株式会社 ヤマダ電機
900円～ の間の7時間程度
群馬県高崎市栄町１番１号
1,150円
就業場所 帯広市

2

不問
2

不問
2

