
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-20953931 就業場所 11

01010-20878531 就業場所 11

01040- 5749931 就業場所 11

01040- 5767831 就業場所 11

01040- 5770331 就業場所 11

01040- 5774031 就業場所 11

01040- 5776231 就業場所 11

01040- 5777531 就業場所 11

01040- 5781131 就業場所 11

01040- 5788331 就業場所 11

01040- 5802631 就業場所 11

01040- 5807231 就業場所 11

01240- 9173231 就業場所 11

01240- 9175431 就業場所 11

01040- 5771631 就業場所 11

01040- 5772931 就業場所 11

01040- 5775831 就業場所 11

運転手／正社員 北海道内での牧草ロールの積込及び輸送の
業務です。 233,200円～

318,000円

(1)7時30分～17時00分 株式会社　来和工業

不問
音更町ひびき野仲町２丁目６

音更町

ガソリンスタンドス
タッフ／正社員（総合
職）

ガソリンスタンドにおいての業務全般に従
事していただきます〇車検、車両販売等
営業業務〇フル給油業務〇自動車作業（オ
イル交換、タイヤ交換、洗車等）

183,340円～
230,000円

(1)8時30分～17時30分 株式会社ハピオ
35歳
以下

音更町木野大通西７丁目１
音更町

調理員 家庭保育園ひだまりにて、次の業務に従事
していただきます。○お昼ごはんやおやつ
の調理（園児は２０～３０名程度です）

147,000円～
147,000円

8時00分～17時00分の間
の7時間程度

株式会社　Ａｎｉｍａｔｏ

不問
音更町木野西通１９丁目２３

音更町

（嘱）警備職（ガード
センター）日勤のみ

ガードセンターでは通報内容を確認後、最
も現場近くにいる警備員が迅速に駆けつけ
るように手配し、被害の拡大防止に努めま
す。

163,500円～
163,500円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

ＡＬＳＯＫ北海道　株式会社
18歳
以上

札幌市北区北７条西４丁目３
帯広市

警備職（ガードセン
ター）日勤のみ

ガードセンターでは通報内容を確認後、最
も現場近くにいる警備員が迅速に駆けつけ
るように手配し、被害の拡大防止に努めま
す。

165,500円～
165,500円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

ＡＬＳＯＫ北海道　株式会社 18歳
～59
歳札幌市北区北７条西４丁目３

帯広市

事務スタッフ／正社員 〇車の登録手続きの事務
〇自動車保険の事務
〇総務経理の事務
〇整備受付の事務

185,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)9時00分～17時30分

十勝三菱自動車販売　株式会社
30歳
以下

帯広市西１６条北１丁目２１番
帯広市

ショールームスタッフ
／正社員

〇ショールームでのお客様対応が中心とな
ります。（お出迎え・ドリンクサービス・
お見送り・お子様対応など）〇ショールー
ムイベントの企画・運営　など

185,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)9時00分～17時30分

十勝三菱自動車販売　株式会社
30歳
以下

帯広市西１６条北１丁目２１番
帯広市

事務補助員（建設指導
課）

事務補助員として業務に従事していただき
ます。◯書類整理、資料作成◯パソコン入
力、電話受付　等◯フロア間の書類の運搬
◯郵送物の発送◯その他業務

147,774円～
147,774円

8時45分～17時30分の間
の6時間

十勝総合振興局　帯広建設管理部
建設指導課 不問
帯広市東３条南３丁目１番地

帯広市

塗装工／正社員 十勝管内にて塗装作業を行っていただきま
す。○建物の内外部の塗装作業等 167,200円～

250,800円

(1)7時15分～17時15分 有限会社スギソウ
44歳
以下

帯広市西２３条北１丁目７番１
帯広市

診療放射線技師（帯広
第一病院）／正社員

○一般撮影○ポータブル撮影○腹部超音
波、甲状腺超音波○ＣＴ○透視検査○ＭＲ
Ｉ○骨密度測定○マンモグラフィー（※女
性技師に限り）など

198,100円～
292,100円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時00分
(2)16時30分～9時30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

電気工事現場代理人補
助／正社員

当事業所において電気工事現場代理人補助
として業務に従事していただきます。◯電
気工事の施工管理・積算業務の補助

169,500円～
439,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社　北口電器商会
64歳
以下

帯広市西２４条北２丁目５番
帯広市

電気工事施工管理技士
／正社員

当事業所において電気工事施工管理技士と
して業務に従事していただきます。◯電気
工事の施工管理・積算業務及びＣＡＤ操作

234,500円～
439,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

株式会社　北口電器商会
64歳
以下

帯広市西２４条北２丁目５番
帯広市

一般事務員 当社で一般事務員の業務に従事していただ
きます〇来客者の案内等受付業務〇電話対
応〇請求書、材料の納品書等　伝票整理〇
専用システムへの打ち込み入力等

162,000円～
182,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

株式会社　樋口電気工業

不問
帯広市西２５条北１丁目２番地

帯広市

ホール担当社員（本
店）／正社員

焼肉バイキングのお店です。ホール部門で
ご来店されるお客様の接客を中心に店舗の
運営に携わっていただきます。

260,000円～
290,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)12時00分～21時00分
(2)14時00分～22時00分

株式会社　ウエスタン 18歳
～59
歳帯広市西１３条南２７丁目４

帯広市

ボイラー管理及び関連
業務／正社員

３トン、５トンボイラー（木くずだきボイ
ラー）の管理及び関連業務を行っていただ
きます。○圧力の加減等の調整管理○灰出
し作業等○材料の積込み等の軽作業

175,000円～
200,000円

変形（1年単位）
(1)0時00分～9時00分
(2)8時00分～17時00分
(3)15時00分～0時00分

株式会社　サトウ 18歳
～59
歳帯広市西２５条北１丁目１番３

帯広市

（準）（帯広店）パチ
ンコ店ホールスタッフ

〇接客、遊戯後の台まわり清掃
〇お客様のお出迎えやご案内
〇店内でのアナウンス
〇賞品交換や補充など

154,000円～
154,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～16時30分
(2)12時00分～20時00分
(3)16時00分～0時00分

株式会社　太陽流通
18歳
以上

札幌市中央区南１条西４丁目４
帯広市

プロセコカン補助業務
（電気設備／帯広・釧
路）

電気設備工事における施工管理補助業務に
従事して頂きます。 270,400円～

475,750円

(1)8時00分～17時00分 株式会社　メイジン　札幌支店
59歳
以下

札幌市中央区北４条西５丁目１
釧路市,帯広市

5月16日(火)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

01040- 5787731 就業場所 11

01040- 5812131 就業場所 11

01040- 5811931 就業場所 11

01040- 5779731 就業場所 11

01040- 5810631 就業場所 11

01040- 5768231 就業場所 11

01040- 5765131 就業場所 11

01041-  294631 就業場所 11

01041-  295931 就業場所 11
パートタイム求人

01040- 5756931 就業場所 12

01040- 5780931 就業場所 12

01040- 5782031 就業場所 12

01040- 5789631 就業場所 12

01040- 5803931 就業場所 12

01040- 5805031 就業場所 12

01040- 5806831 就業場所 12

01040- 5808531 就業場所 12

13040-65225731 就業場所 12

01040- 5813031 就業場所 12

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

客室スタッフ（番頭） 当ホテルにおいて、次の業務に従事して頂
きます。◯客室の布団敷き、布団片付け○
リネン類の回収、運搬、セッティング　等 950円～950円

(1)8時00分～11時00分
(2)18時00分～21時00分

株式会社　大平原観光ホテル（ホ
テル大平原） 不問
音更町十勝川温泉南１５丁目１

音更町

接客・調理／３８号帯
広柏林台店

（１）接客（２）調理（３）金銭管理
（４）事務管理（５）清掃作業などを行っ
ていただくお仕事です。

1,030円～
1,030円

交替制あり
9時00分～8時59分の間の
2時間以上

株式会社　すき家

不問
東京都港区港南二丁目１８番１

帯広市

スケート靴のメンテナ
ンス業務

レンタルから戻ってきたスケート靴のメン
テナンスをしていただきます〇スケート靴
のブレードの歪みやエッジの摩耗・破損の
点検・修理〇ハトメの点検・修理等

950円～1,100
円

(1)9時30分～17時00分 株式会社　ぎゃくし

不問
帯広市西１３条南１７丁目２

帯広市

店舗スタッフ／パート
（帯広）

店舗において販売業務に従事していただき
ます。◯カウンターでの接客◯商品の陳列
◯レジ業務（ＰＯＳ）＊ＰＯＳレジの操作
は簡単です。

920円～920円

交替制あり
11時00分～23時00分の間
の5時間以上

株式会社　レリアス
18歳
以上

帯広市西７条南１７丁目１１
帯広市

スケート・学生服のレ
ンタル販売の接客・メ
ンテナンス業務

当店において、スケートや学生服のレンタ
ル販売業務に従事していただきます。◯ス
ケート、学生服レンタルの貸し出し、返
却、メンテナンス作業

950円～1,100
円

9時30分～19時00分の間
の6時間以上

株式会社　ぎゃくし

不問
帯広市西１３条南１７丁目２

帯広市

美容師 美容一般業務（カット、パーマ、ヘアカ
ラー、シャンプー、ブロー受付、店内清
掃）

1,000円～
1,500円

(1)9時00分～17時30分
9時00分～17時30分の間
の3時間以上

サロンド・ムウ

不問
帯広市西５条南１８丁目１９

帯広市

ケアサポート／パート 介護老人保健施設利用者の介護補助
○リネン交換、管理
○学習療法の実施

920円～1,000
円

(1)9時00分～15時00分 社会福祉法人光寿会　介護老人保健
施設ケアステーションアンダンテ 不問
帯広市西１７条南３丁目２４番

帯広市

求職者専門相談員（就
職支援ナビゲーター）

刑務所出所者等就労支援
当所において、支援対象の求職者に対して
専門的な就職支援を行っていただきます。

1,991円～
2,028円

交替制あり
8時30分～17時15分の間
の7時間程度

帯広公共職業安定所

不問
帯広市西５条南５丁目２

帯広市

事務作業全般（建築塗
装会社）

〇営業リスト作成（クライアントや取引先
業者）や資料作成〇書類作成〇電話・来客
対応など事務作業全般〇小口現金管理　庶
務業務〇簡単な経理業務

950円～950円

(1)9時00分～16時00分 有限会社スギソウ

不問
帯広市西２３条北１丁目７番１

帯広市

看護職（正・准） 外来の看護業務を行っていただきます。
◯採血
◯点滴
◯診察の補助　等

1,100円～
1,400円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～12時30分
(2)9時00分～13時00分
(3)9時00分～17時00分

医療法人社団ぶどうの会　いのち
の木クリニック 59歳

以下
帯広市南の森西９丁目１３番１

帯広市

農業倉庫受入保管業務 ○主に農業倉庫において農産物の受入及び
保管作業をフォークリフトで行います。ま
た、時期により麦の調製作業や豆類の調製
作業についても同時に行います。

150,600円～
287,040円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

豊頃町農業協同組合
39歳
以下

豊頃町中央若葉町１２番地
豊頃町

ワイナリースタッフ／
正社員

○ワイン用ぶどう栽培
〇ワイン醸造・ジュース製造 200,000円～

260,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～17時10分
(2)8時00分～17時40分

株式会社　大地　十勝まきばの家
44歳
以下

池田町字清見１４４
池田町

事務職員（現場監督補
助）／池田事業所／正
社員

森や山を育てたり、森林の木の伐採に関わ
るお仕事です。業務課にて現場で調査、検
収業務等及び書類作成を行っていただきま
す。

178,900円～
229,100円

(1)8時30分～17時30分 十勝広域森林組合
35歳
以下

芽室町東２条６丁目１番地５
池田町

（派）大根・玉葱・人
参・長いも等の選別・
加工作業／幕別町

畑より収穫された生野菜の洗浄、選別、箱
詰め、梱包、積荷を行っていただくお仕事
になります。ライン作業になります。

178,200円～
178,200円

(1)8時30分～17時00分 株式会社　ブラステック　帯広営
業所 不問
帯広市西１９条南３丁目４番地

幕別町

学校給食調理員 中札内村学校給食共同調理場（中札内村東
１条南７丁目２番地）にて小学校２校、中
学校１校合わせて約４００食の調理および
食器、器具の洗浄が主です。

167,300円～
212,800円

交替制あり
(1)8時30分～17時15分
(2)8時30分～12時00分

中札内村教育委員会

不問
中札内村東４条南６丁目１番地

中札内村

家具・建具製造工／正
社員

木製品の木取りから加工仕上げまで一貫し
た作業を行っていただきます◯店舗の什器
（カウンター・陳列棚）の製造が主な作業

160,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

有限会社　タニモク

不問
芽室町東芽室北１線１４番２９

芽室町

小売販売／正社員 〇金物の仕入・販売〇簡単な伝票打込み作
業〇合鍵の作製〇ガラス入替え修理〇網戸
の張替え修理〇清掃業務

170,000円～
230,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

有限会社　丸イ　末永金物店
44歳
以下

士幌町字士幌西２線１６４番地
士幌町

運営部　宿泊課／正社
員

お客様の対応を主としたホテル業務全般を
行っていただきます〇ホテル宿泊予約業務
〇電話、メール、ＷＥＢ予約のお客様対応
〇宿泊予約に係る問合せ対応　ほか

186,000円～
195,000円

変形（1ヶ月単位）
7時00分～21時00分の間
の7時間以上

株式会社　大平原観光ホテル（ホ
テル大平原） 59歳

以下
音更町十勝川温泉南１５丁目１

音更町

歯科助手／正社員 ○治療の準備
○患者様の誘導及び問診
○治療中の補助と治療後の跡片付け、器具
の洗浄など

172,000円～
192,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～13時00分

医療法人社団　岸上歯科医院

不問
音更町木野大通東８丁目４番地

音更町


