
フルタイム求人

仕事の内容 賃　金 年　齢
求人番号

01010-21491431 就業場所 11

01040- 5884731 就業場所 11

01040- 5895931 就業場所 11

01040- 5899231 就業場所 11

01040- 5900131 就業場所 11

01040- 5902831 就業場所 11

01040- 5905431 就業場所 11

01040- 5915631 就業場所 11

01040- 5923631 就業場所 11

01230-10241531 就業場所 11

01230-10289131 就業場所 11

13040-66926231 就業場所 11

01040- 5920431 就業場所 11

01040- 5894631 就業場所 11

01010-21407231 就業場所 11

01040- 5897031 就業場所 11

01040- 5901031 就業場所 11

修理（保守管理）／正
社員

建設機械の修理、サービス補助業務全般〇
建設機械等の修理とメンテナンス業務に従
事していただきます。

275,000円～
325,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

東亜リース　株式会社　帯広営業
所 59歳

以下
芽室町東芽室基線１０番地

芽室町

修理／正社員 建設機械の修理・整備業務全般〇建設機械
等の修理とメンテナンス業務、及び特定自
主点検業務に従事して頂きます。

286,000円～
327,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

東亜リース　株式会社　帯広営業
所 59歳

以下
芽室町東芽室基線１０番地

芽室町

建設機械整備士（芽室
町）

建設機械や自動車の点検整備をお任せしま
す。〇建設機械や自動車の点検、整備業務
〇出入庫業務

196,000円～
346,000円

(1)8時30分～17時25分 片桐機械　株式会社
40歳
以下

札幌市中央区南１条東７丁目２
芽室町

事務員／契約職員 ○経理業務（給与、予算等）
○介護請求事務
○労務関係
○電話・来客対応等の庶務関係

150,400円～
229,000円

(1)9時00分～18時00分 社会福祉法人　上士幌福寿協会

不問
上士幌町字上士幌東２線２４２

上士幌町

選別工場内作業員／正
社員

当社において工場内作業業務に従事してい
ただきます◯機械選別による雑穀精選業務
〇機械のメンテナンス業務◯大型フォーク
リフトによる入出庫作業など

180,000円～
250,000円

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時15分

株式会社　山本忠信商店
59歳
以下

音更町木野西通７丁目３
音更町

婦人服販売員（イオン
帯広店）

イオン帯広店の婦人フォーマル売場にて、
当社のフォーマルウェア製品及びアクセサ
リーの販売。

162,000円～
172,800円

交替制あり
(1)10時00分～18時00分
(2)11時00分～19時00分

イギン　株式会社

不問
東京都港区港南１－８－２３

帯広市

営業員（企業様限定営
業）（帯広市）

法人様へ、産業用太陽光発電などクリーン
エネルギーの導入についてのご提案を行っ
ていただきます。

250,000円～
400,000円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

株式会社　アーク
64歳
以下

札幌市豊平区豊平４条１０丁目
帯広市

（ア）フィールド職
（仕分け）帯広営業所

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。

177,848円～
203,648円

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分
(2)21時00分～6時00分

佐川急便　株式会社

不問
札幌市白石区本通１８丁目北４

帯広市

木造建築大工 新築工事やリフォーム工事の現場で木工事
全般、及びそれに伴う現場作業、施工管理
の業務に従事していただきます。

250,000円～
450,000円

(1)8時00分～18時00分 石塚建設株式会社

不問
音更町南鈴蘭北２丁目１番地７

帯広市

建具工／正社員 ◯木製枠、建具の製作及び取り付け◯家具
の製造◯製品を輸送するために２ｔ箱車の
運転◯そのほか付随する業務

160,000円～
200,000円

変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

株式会社　ヤマト木巧

不問
帯広市西２４条北２丁目５－５９

帯広市

事務員（総務課） 帯広厚生病院にて下記の業務を行って頂き
ます。〇窓口対応業務〇職員対応業務〇そ
の他庶務業務

153,450円～
153,450円

交替制あり
(1)8時30分～17時00分

ＪＡ北海道厚生連　帯広厚生病院

不問
帯広市西１４条南１０丁目１

帯広市

店舗にてアフターサー
ビス・事務／正社員

店舗スタッフとして接客業務〇補聴器の点
検、調整等のアフターサービス〇顧客管理
ソフトの入力、補聴器の入、出荷またＰＯ
Ｓシステムにてのレジ業務。

185,000円～
250,000円

(1)9時30分～17時30分
(2)9時30分～15時00分

ヒヤリング技研　有限会社　さく
ら補聴器センター帯広店 40歳

以下
帯広市西１８条南３丁目２５

帯広市

販売員（帯広）／正社
員

メンズ、レディースジーンズ、カジュアル
全般、インポート製品、アウトドアウェア
の接客販売○商品の陳列、お客様への商品
のご紹介、ディスプレイの変更等

182,000円～
300,000円

変形（1ヶ月単位）
11時15分～20時15分の間
の6時間以上

有限会社　ウィリーウィリー
59歳
以下

帯広市西２１条南３丁目
帯広市

生活支援員／正職員 当事業所において生活支援業務を行ってい
ただきます。◯障害者支援施設で利用者様
の生活全般の支援◯食事、歯磨き、トイレ
等

164,010円～
248,030円

交替制あり
(1)8時30分～17時30分
(2)6時15分～15時15分
(3)13時00分～22時00分

社会福祉法人　真宗協会　帯広は
ちす園

18歳
～64
歳帯広市大正町東１線１０２番地

帯広市

農業機械の整備スタッ
フ【正社員／リーダー
候補】

当社グループの牧場や飼料農場で稼働して
いるトラクターのほかコンバイン、各種作
業機などを含む農業用機械、畜産関連設備
の修理や点検、メインテナンス

410,000円～
550,000円

(1)8時00分～17時00分
(2)9時00分～18時00分

株式会社　ノベルズ（ノベルズグ
ループ）

18歳
～64
歳上士幌町字上士幌東３線２５９

帯広市

メカニック（経験不
問）（帯広支店）／正
社員

メカニックとして業務に従事していただき
ます。◯トラック、バスの車検整備、及び
一般整備業務

182,000円～
221,000円

変形（1年単位）
(1)9時00分～17時30分

東北海道日野自動車　株式会社
35歳
以下

帯広市西１９条北１丁目７番６
帯広市

インテリア資材総合職
（帯広）

建築インテリア資材のルート営業〇お客様
からの受注、見積、納品（壁紙、各種資材
など）までフォロー、代金回収といった一
連の営業事務を担当していただきます。

200,000円～
220,000円

(1)8時30分～17時30分 株式会社　角長長田紙店
40歳
以下

札幌市中央区北３条西１４丁目
帯広市

5月18日(木)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- 5916931 就業場所 11

01040- 5911531 就業場所 11

01010-21352431 就業場所 11
パートタイム求人

01040- 5896131 就業場所 12

01040- 5906731 就業場所 12
季節求人

01040-  114030 就業場所 30

01040-  115330 就業場所 30

職　　種
就業時間 事業所名・所在地・就業場所

土木作業員（職長） 季節雇用の職長として勤務していただきま
す◯一般土木作業◯道路建設、河川の治水
等の土木工事◯現場における掘削、盛土、
ブロック積み　等

280,800円～
302,400円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

株式会社ティージーオー開発

不問
幕別町札内みずほ町１４３

幕別町

土木作業員 一般土木作業員として勤務していただきま
す◯一般土木作業◯道路建設、河川の治水
等の土木工事◯現場における掘削、盛土、
ブロック積み　等

237,600円～
280,800円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

株式会社ティージーオー開発

不問
幕別町札内みずほ町１４３

幕別町

ケアワーカー（帯広第
一病院・健康管理セン
ター）／パート

帯広第一病院　健康管理センターでの業務
となります。〇患者様案内業務〇清掃業務
〇リネン交換　など 950円～950円

交替制あり
(1)8時00分～13時00分

公益財団法人　北海道医療団

不問
帯広市西４条南１５丁目１７

帯広市

世話人（ホープ）
土・日勤務／パート

障害者の方が安心して生活できるようお手
伝いしていただきます。基本介護はありま
せん○利用者様の自立に向けた支援（簡単
な食事、掃除、見守り等、簡単な作業）

920円～1,000
円

7時00分～13時00分の間
の4時間程度

株式会社エースフロンティア

不問
帯広市西１６条南４丁目７－４

帯広市

（契）営業事務（中川
郡本別町）

〇営業事務、経理業務全般
〇システムによる受注入力
〇納品書や売上伝票の発行等

145,000円～
145,000円

(1)8時30分～17時00分 北海道糖業　株式会社

不問
札幌市中央区北１条西５丁目２

本別町

重機オペレーター／正
社員

土木工事現場において、ブルドーザー、パ
ワーショベル等の重機オペレーター業務を
していただきます。

350,000円～
400,000円

変形（1年単位）
(1)7時30分～17時00分

株式会社ティージーオー開発

不問
幕別町札内みずほ町１４３

幕別町

（請）設備運転保守員
／正社員

株式会社明治十勝工場に常駐し、給排水設
備全般の運転保守業務に従事していただき
ます◯監視ＰＣ全画面チェック◯設備点検
（ボイラー、空調設備、排水設備等）ほか

180,000円～
180,000円

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分
(2)16時00分～1時00分
(3)0時30分～9時30分

株式会社東洋実業　帯広営業所 18歳
～59
歳帯広市西６条南６丁目３番地

芽室町


