
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01040-15020811 就業場所 11

01040-15024011 就業場所 11

01040-15045711 就業場所 11

01040-15050611 就業場所 11

01040-15052111 就業場所 11

01040-15089811 就業場所 11

01040-15094911 就業場所 11

01240-24337611 就業場所 11

13040-15718212 就業場所 11

01040-15083011 就業場所 11

01040-15093611 就業場所 11

01230-23098211 就業場所 11

01041- 1029611 就業場所 11

01041- 1030811 就業場所 11

土木技術職／正職員 ○土木技術業務に従事していただきます。

150,600円～
221,500円

(1)8時35分～17時05分 足寄町役場
30歳
以下

足寄町北１条４丁目４８番地１

足寄町

一般行政職（社会福祉
士業務）／正職員

○一般行政事務（社会福祉士業務）に従事
していただきます。 150,600円～

221,500円

(1)8時35分～17時05分 足寄町役場
30歳
以下

足寄町北１条４丁目４８番地１

足寄町

倉庫作業・管理（リフ
トオペレーター）幕別
町

○農業用資材の入出庫・梱包作業
○簡単な組み立て作業
○鉄コンテナの入出庫作業

182,400円～
219,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時15分

セイカン　株式会社
59歳
以下

札幌市厚別区厚別東３条３丁目

幕別町

店長候補店舗スタッフ
兼ＳＮＳ情報発信ス
タッフ／正社員

○接客、品出、電話応対、包装、商品発送
及びパソコンでの商品受発注業務に関わる
事務作業

200,000円～
200,000円

(1)9時00分～18時30分 株式会社相馬商店
64歳
以下

新得町本通南１丁目５番地

新得町

製材工場職員／正社員 工場内で製造された製材品を検品し（共同
作業にて：経験不問）、その後所定の場所
に搬出・配置します。

204,500円～
241,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

中田木材工業　株式会社
59歳
以下

上士幌町東３線２３９

上士幌町

アパレル販売スタッフ
／長崎屋帯広店

◆レディースフォーマルウェア、アクセサ
リーのコーディネート販売、在庫管理、
ディスプレイなど

153,000円～
181,700円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時45分～18時00分

株式会社　東京ソワール
59歳
以下

東京都港区南青山１－１－１

帯広市

検体のルート集配（医
療関連サービス／帯広
市）

医療機関を決められたコースに沿って巡回
し、検体を回収して頂くお仕事です。 153,800円～

153,800円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～15時00分

株式会社　第一岸本臨床検査セン
ター 不問
札幌市東区伏古７条３丁目５番

帯広市

配送業務及び営業員
（ルート販売）／正社
員

○帯広営業所において、専用配送車（２～
３ｔ車）での商品配送業　務及び担当顧客
店舗との商談等を行っていただきます。

158,900円～
217,700円

変形（1ヶ月単位）
(1)4時00分～13時00分

日糧製パン株式会社　帯広営業所 18歳
～59
歳帯広市西２３条北１丁目５番７

帯広市

理学療法士（ＰＴ）／
正社員

◯入院患者に対するリハビリテーション業
務
◯他部署との連携・調整

300,000円～
433,350円

(1)8時30分～17時30分 医療法人社団　あすなろ会　帯広
記念病院 64歳

以下
帯広市川西町基線２８番地１

帯広市

ルートセールス／正社
員

○１ｔトラック又は１ＢＯＸカーによる十
勝管内の建築現場及び建　築会社様への配
送業務
○大口商材の納品補助

155,000円～
172,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

株式会社　カネマツ
59歳
以下

帯広市西１１条南２丁目１２

帯広市

営業サポート／正社員 ○営業補佐
○ＦＡＸ、電話による資材受発注
○顧客管理

155,000円～
172,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社　カネマツ
59歳
以下

帯広市西１１条南２丁目１２

帯広市

経理事務／正社員 ○経理業務全般
○売り上げの集計、エクセルでの入力
○現金・領収書関係の処理
○電話対応

180,000円～
250,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時30分

株式会社　しんかーず
79歳
以下

帯広市西３条南３８丁目１番７

帯広市

菓子製造販売／正社員 ◯生地作りをしオープン前に焼き始め販売
する流れ作業
◯限定商品の発案、開発

157,000円～
160,000円

(1)9時00分～17時00分 有限会社　サクライ

不問
帯広市東１条南６丁目

帯広市

事務補助員　　２月～
３月

◯書類整理、資料作成
◯来客対応
◯電話対応
◯パソコンのデータ入力

107,720円～
134,340円

(1)10時30分～17時30分 十勝総合振興局　帯広建設管理部

不問
帯広市東３条南３丁目１番地

帯広市

12月17日(金)発行

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

◎ 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

01041- 1028311 就業場所 11

01041- 1031211 就業場所 11
パートタイム求人

01040-15060111 就業場所 12

01040-15063211 就業場所 12

01040-15095111 就業場所 12

13120-20577511 就業場所 12

01240-24356711 就業場所 12

01040-15092311 就業場所 12

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

店舗スタッフ兼ＳＮＳ
情報発信スタッフ

○接客、品出、電話応対、包装、商品発送
及びパソコンでの商品受発注業務に関わる
事務作業

1,000円～
1,000円

交替制あり
(1)9時00分～16時00分
(2)11時30分～18時30分

株式会社相馬商店

不問
新得町本通南１丁目５番地

新得町

スーパーマーケット店
員（惣菜）音更町／お
とふけ店

商品加工、パック詰め、値付け、陳列、接
客、発注、売り場管理などに従事していた
だきます。 889円～889円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～12時00分
(2)8時00分～17時00分
9時00分～16時00分の間
の4時間以上

株式会社ホクレン商事

不問
札幌市北区北７条西１丁目２

音更町

子ども英会話講師／帯
広市［契約社員］＜要
資格＞

【英会話レッスン】
【教室運営】
【ＰＲ活動】 894円～894円

(1)10時00分～19時00分 セイハネットワーク　株式会社
東日本統括本部 不問
東京都墨田区太平４－１－３

帯広市

保育園送迎運転手 ○集合場所と保育園間を保育士と一緒に、
安全に園児の送迎を行っていただきます。

900円～900円

(1)7時30分～9時00分
(2)16時00分～18時30分

Ｇｒｏｗｔｈ　合同会社

不問
帯広市柏林台東町５丁目９－２

帯広市

（派）学生服の採寸・
接客

〇採寸
〇レジ対応
〇商品梱包作業
〇伝票入力

1,100円～
1,100円

(1)10時30分～18時30分
(2)10時30分～17時30分

パーソルテンプスタッフ株式会社
帯広オフィス 不問
帯広市大通南１２丁目２０

帯広市

事務／太陽光発電事業
部

○電力、保険申請業務、ＣＡＤによる製図
などの業務になります。

889円～889円

(1)10時00分～15時00分
10時00分～16時00分の間
の4時間程度

道東電機　株式会社

不問
帯広市大通南２４丁目１番地

帯広市

厚内公民館長 公民館事業の実施、コミュニティ活動拠点
施設としての事業運営等 141,000円～

166,000円

(1)9時00分～17時00分 浦幌町　役場

不問
浦幌町字桜町１５番地６

浦幌町

上浦幌公民館長 公民館事業の実施、コミュニティ活動拠点
施設としての事業運営等 167,000円～

181,000円

(1)9時00分～17時00分 浦幌町　役場

不問
浦幌町字桜町１５番地６

浦幌町


