
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010- 5704531 就業場所 11

01010- 5823131 就業場所 11

01010- 5862731 就業場所 11

01040- 1760931 就業場所 11

01040- 1766431 就業場所 11

01040- 1773531 就業場所 11

01040- 1784731 就業場所 11

01040- 1823631 就業場所 11

01040- 1875931 就業場所 11

01040- 1895231 就業場所 11

01040- 1903731 就業場所 11

01040- 1924031 就業場所 11

01040- 1925831 就業場所 11

01040- 1926231 就業場所 11

01040- 1927531 就業場所 11

01090- 1838531 就業場所 11

01230- 2517631 就業場所 11

営業職（広告業）（帯
広市）

総合広告代理業の営業業務全般。引継ぎ広
告主の業務の他、新規取引先への営業活動
もあり。営業エリアは主に帯広市内及び、
一部近郊エリア。

190,000円～
213,000円

(1)9時00分～18時00分 株式会社　新生
35歳
以下

札幌市中央区大通西９丁目１
帯広市

2月6日(月)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

ガソリンスタンドス
タッフ（帯広市西８条
南１７丁目）

ガソリンスタンドでの接客のお仕事です。
ガソリンスタンドにて、接客業務・それに
付随する業務全般を行って頂きます。

173,600円～
173,600円

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｇｒｏｗ
ｔｈ　北海道支社 不問
札幌市中央区南２条西７丁目５

帯広市

（パ）販売員（帯広
市）

○フランスベッド商品の販売○ベッド・寝
具・他フランスベッド商品の接客販売○そ
の他、店舗商品の販売

180,000円～
180,000円

(1)10時00分～19時00分 フランスベッド　株式会社　札幌
営業所 不問
札幌市中央区北１条東８丁目１

帯広市

法人本部財務事務員／
正社員

〈財務・会計業務〉◯仕訳、伝票処理◯買
掛金、売掛金の管理◯月次、年次決算◯固
定資産管理など〈管理・会計業務〉◯予算
計画の立案、経営分析など

200,220円～
350,240円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

医療法人社団　刀圭会　協立病院
59歳
以下

帯広市西１６条北１丁目２７
帯広市

飲食業／正社員 ○ホール業務
○調理（ピザ・パスタ・おつまみ等）
○ドリンク作成等

180,000円～
300,000円

(1)16時00分～0時00分 Ｈａｒｒｙ’ｓ　Ｒｏｄ　Ｃａｆ
ｅ　川原　卓弥 20歳

以上
帯広市西２条南９丁目２０－２
２Ｆ 帯広市

一般事務／正社員 総務で窓口業務、一般事務のお仕事に従事
していただきます○リース、レンタルの伝
票照会○請求書の整理○電話の応対○ＴＫ
Ｃ伝票作成入力○その他（朝の清掃）

180,000円～
200,000円

(1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～17時00分

東洋建機リース　株式会社
59歳
以下

帯広市西２３条北１丁目４番５
帯広市

幼児ことばの教室　相
談・支援・指導員

【一般事務業務】○パソコン入力○電話対
応○各種資料、書類作成等【相談・支援業
務】○発達に携わる各種相談対応○幼児の
検査、指導、各種事務など

228,900円～
229,400円

(1)8時30分～17時15分 社会福祉法人　帯広市社会福祉協
議会 不問
帯広市公園東町３丁目９番地１

帯広市

事務員 当ＪＡにおいて事務業務に従事していただ
きます〇エクセル、ワードでのデータ入
力、簡単な書類の作成〇一般事務〇備品管
理・発注〇ファイリングなど

138,768円～
138,768円

(1)9時00分～17時00分 帯広市川西農業協同組合

不問
帯広市川西町西２線６１番地

帯広市

土木技術者／正社員 土木工事の技術者として従事していただき
ます◯主に道路新設・改良、河川改修、橋
梁補修工事の主任（監理）技術者、現場代
理人◯工事の積算等

235,000円～
410,000円

(1)8時30分～17時30分 右谷建設工業　株式会社
64歳
以下

帯広市東６条南１３丁目１９
帯広市

ハンバーガーショップ
の店舗スタッフ

美味しさと大きさで注目のバーガーキング
が帯広市に初進出します。調理、接客、お
掃除その他の店舗オペレーション全般を分
担して頂きます。

165,680円～
165,680円

変形（1ヶ月単位）
8時30分～23時00分の間
の8時間

株式会社　ルーキーファーム

不問
帯広市西５条南３４丁目１２

帯広市

臨床検査技師（帯広第
一病院）／正社員

◯エコー検査、ＡＢＩなどの生理検査◯心
電図、肺機能、眼底検査などの健診業務○
ＰＣＲ検査　等

199,100円～
305,500円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

公益財団法人　北海道医療団
59歳
以下

帯広市西４条南１５丁目１７
帯広市

事務員／人事課（公益
財団法人北海道医療
団）／正社員

人事課の業務管理を行っていただきます〇
採用業務〇労務関係業務〇採用計画の立
案、実施〇各採用部署との調整〇入職後の
面談等、定着に向けた活動など

199,400円～
284,000円

(1)8時30分～17時00分 公益財団法人　北海道医療団
59歳
以下

帯広市西４条南１５丁目１７
帯広市

事務員（帯広第一病
院・人事課）／正社員

帯広第一病院において人事課の事務員とし
て従事していただきます◯人事労務全般に
関する業務◯入職退職に関する業務◯給与
計算業務〇年末調整に関する業務

151,700円～
196,100円

(1)8時30分～17時00分 公益財団法人　北海道医療団
59歳
以下

帯広市西４条南１５丁目１７
帯広市

メディカルクラーク
（帯広第一病院・医師
事務作業補助者）

メディカルクラーク（医師事務作業補助
者）に係わる業務を行っていただきます〇
診療記録のデータ保管業務○診療書などの
文書作成補助等

145,700円～
173,500円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分

公益財団法人　北海道医療団
59歳
以下

帯広市西４条南１５丁目１７
帯広市

事務員／経理課（公益
財団法人北海道医療
団）／正社員

経理課の業務管理を行っていただきます〇
月次仕訳〇台帳管理〇月次決算、連結決算
〇税務〇予実管理〇関係会計事務所との連
携、調整対応〇貸借対照表などの作成業務

199,400円～
284,000円

(1)8時30分～17時00分 公益財団法人　北海道医療団
59歳
以下

帯広市西４条南１５丁目１７
帯広市

ルート営業（帯広市） 既存販売店（帯広市内及び近郊）への文
具・事務用品・事務機器の商品提案、新製
品等ＰＲ、受注業務を行っていただきま
す。

200,000円～
283,000円

(1)8時45分～17時30分
(2)8時45分～13時00分

株式会社　北海道クラウン
40歳
以下

札幌市白石区菊水５条３丁目３
帯広市

正／ドライバー　定期
便

◎帯広市内スーパー等への青果物の配送と
近郊のＪＡ・農家から青果物等の集荷業務
をしていただきます。

240,000円～
240,000円

変形（1年単位）
(1)4時00分～13時00分

有限会社　Ｆ－ＣＡＲＧＯ 18歳
～59
歳釧路市新富士町６丁目１－２３

帯広市

◎ 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。
℡ 0155-23-8296

ハローワークおびひろ

（帯広公共職業安定所）



仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010- 5633731 就業場所 11

01010- 5645131 就業場所 11

01010- 5665531 就業場所 11

01040- 1866631 就業場所 11

01040- 1883931 就業場所 11

01041-   63231 就業場所 11

01230- 2576931 就業場所 11
パートタイム求人

01020- 1836331 就業場所 12

01040- 1777631 就業場所 12

01040- 1853531 就業場所 12

01040- 1861231 就業場所 12

01040- 1880731 就業場所 12

01040- 1898731 就業場所 12

01090- 1820531 就業場所 12

01010- 5627331 就業場所 12

01040- 1881331 就業場所 12

01230- 2578031 就業場所 12
季節求人

01040-   32030 就業場所 30

調理員（河東郡鹿追町
／もみじの里）

○利用様への食事提供業務○食材の下処
理、調理、盛付、食器洗浄等 180,000円～

200,000円

交替制あり
(1)9時00分～18時00分
(2)5時30分～14時30分
(3)10時00分～19時00分

日清医療食品　株式会社　北海道
支店 64歳

以下
札幌市中央区北３条西４丁目１

鹿追町

（契）調剤薬局医療事
務（音更町）

「あおば薬局音更店」における医療事務○
調剤薬局受付事務○コンピュータ入力○レ
セプト請求○薬剤師の補助など○銀行、消
耗品の購入等で外出業務があります。

165,000円～
180,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時50分～18時00分
(2)8時40分～18時00分
(3)8時50分～13時00分

株式会社　あおば調剤薬局

不問
札幌市中央区北５条西６丁目２

音更町

大型トレーラー運転手
／正社員

当事業所において大型トレーラー運転業務
を担当します。◯油・農産物などの輸送 159,350円～

159,350円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

帯運観光株式会社
59歳
以下

帯広市西２０条南１丁目１４
芽室町

営業事務（芽室町） 売上処理、見積書作成、契約業務、レンタ
ル車管理をお任せします 171,000円～

218,400円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

北海道運搬機　株式会社
59歳
以下

札幌市西区発寒１６条１３丁目
芽室町

塗装工 一般建築塗装に従事していただきます○足
場組み、解体○屋根（水洗い、研磨、塗
装）○壁（水洗い、塗装）○養生（ビニー
ル等で窓を囲う）○コーキング外し、打ち

172,000円～
230,000円

(1)8時00分～17時00分 有限会社　中村塗装店
40歳
以下

池田町字西１条３丁目１１番地
池田町

看護師　准看護師／正
社員

○一般外来業務（診察介助　採血・点滴な
どの処置　その他検査介助など）○透析治
療に関わる業務全般

220,000円～
250,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分
(3)8時00分～12時00分

いしむら内科循環器クリニック
64歳
以下

幕別町札内共栄町２９番地の４
幕別町

配送・軽作業業務（帯
広市）

帯広営業所にて、以下の業務にあたってい
ただきます○法人顧客への配送○電話や
メールでの問い合わせ対応○企業さまを訪
問し商品の配送、物品異動などの軽作業

1,100円～
1,100円

(1)9時00分～17時00分 マーク商事　株式会社

不問
函館市桔梗町３７９番２７号

帯広市

（準）セールスドライ
バー職（本別営業所）

担当エリアの集配・営業（ルート中心）等
の業務を行っていただきます。 161,000円～

210,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分

佐川急便　株式会社

不問
札幌市白石区本通１８丁目北４

本別町

介護職員（入浴介助専
門）

介護付有料老人ホームでの入居者様が入浴
される際の介助業務に従事していただきま
す。居室浴室間の送迎誘導、洗身、浴室の
清掃、管理など。

950円～950円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分

株式会社萌福祉サービス介護付有料老
人ホームフルールハピネスおびひろ 64歳

以下
帯広市東１０条南５丁目１番１

帯広市

診療放射線技師 ○乳癌診療、乳癌検診を主に従事可能な方
○マンモグラフィーの撮影、点検、整備の
他、骨密度測定、一般ｘ線検査

1,500円～
1,900円

(1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～12時00分

医療法人社団　上徳整形外科医
院・乳腺外科 59歳

以下
帯広市東４条南１８丁目１番地

帯広市

医療法人社団　刀圭会　協立病院

不問
帯広市西１６条北１丁目２７

帯広市

看護師 看護師の業務を行っていただきます○利用
者様の健康管理○バイタルチェック等○介
護士、柔道整復師の補助〇送迎に入ってい
ただける場合は別手当あり

1,200円～
1,200円

(1)9時00分～17時00分 株式会社　築

不問
帯広市大通南１７丁目６番地１

帯広市

不問
釧路市幸町１０丁目３番地

帯広市

ハンバーガーショップ
の店舗スタッフ

調理、接客、お掃除その他の店舗オペレー
ション全般を分担して頂きます。

950円～950円

交替制あり
8時30分～23時00分の間
の3時間以上

株式会社　ルーキーファーム

不問
帯広市西５条南３４丁目１２

帯広市

不問
新得町西３条北１丁目

新得町

調理員（河東郡鹿追町
／もみじの里）（４．
５Ｈ）

○施設利用者様への食事提供業務○食材の
下処理、調理、盛付、食器洗浄等

920円～950円

交替制あり
(1)5時30分～10時00分
(2)14時30分～19時00分

日清医療食品　株式会社　北海道
支店 不問
札幌市中央区北３条西４丁目１

鹿追町

18歳
以上

大樹町字浜大樹１０２番地
大樹町

フィールド職（仕分
け）本別営業所

営業所構内でベルトコンベアやカーゴ台車
を使用して荷物の仕分け、トラックへの積
み下ろし作業を担当していただきます。 920円～920円

(1)6時15分～9時15分 佐川急便　株式会社

不問
札幌市白石区本通１８丁目北４

本別町

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

定置網漁師 海面・海中においてサケなどの定置網漁を
主体に漁業全般について採捕する作業に従
事○漁網などの漁具の設置、引揚げ、漁獲
物の仕分け、保管などの海上作業など

300,000円～
400,000円

(1)4時00分～12時00分 有限会社　杉森水産

介護職員 特別養護老人ホームの施設利用者への介護
業務〇食事・入浴・排泄・着替え等の日常
生活に関する介助業務〇レクリェーショ
ン・クラブ活動の支援等

945円～945円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時30分

社会福祉法人厚生協会　特別養護
老人ホーム　新得やすらぎ荘

事務補佐員（帯広） ○保護観察・生活環境調整事件の立件、終
結に関する事務○事件記録の保存に関する
事務補助○文書整理・発送及び整備・保存
に関する事務補助等

925円～925円

交替制あり
(1)9時00分～13時00分
(2)12時00分～16時00分

法務省　釧路保護観察所

歯科衛生士／パート ○歯科・歯科口腔外科・矯正歯科における
補助業務、予防業務、口腔衛生指導、口腔
ケア（管理）○手術室入室、外科補助○関
連施設利用者の口腔管理

1,012円～
1,155円

8時30分～17時30分の間
の6時間程度


