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更新日 求人番号 職　　種 雇用形態 給与 ～ 給与2 年齢 就業場所 資　格 列1 経　験 列2

5月21日 01232-1204481 支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 江別市 普通運転免許 不問

5月21日 01110-2484981 事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 59歳以下 江別市 不問 不問

5月21日 01232-1207281 事務職員 一般 ¥186,000 ～ ¥298,000 34歳以下 江別市 不問 不問

5月21日 01232-1226381 一般事務員 一般 ¥139,725 ～ ¥146,625 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月21日 01250-2934281
総合職
(営業・事務・その他）

一般 ¥147,000 ～ ¥170,900 不問
千歳市
北広島市
江別市

普通運転免許（AT限定可） 不問

5月21日 01040-6036181 介護職員 一般 ¥149,000 ～ ¥149,000 64歳以下 江別市 不問 不問

5月21日 01090-4791481 CADオペレーター 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月11日 01010-19011181 施工管理兼軽作業員 一般 ¥205,000 ～ ¥395,000 59歳以下 札幌、江別、小樽 不問 不問

5月11日 01030-6676081
保健ショップスタッフ
(リーダー候補）

一般 ¥250,000 ～ ¥390,000 64歳以下 江別市
普通運転免許（AT限定可）
ﾊﾟｿｺﾝスキル（ﾜｰﾄ・ﾞｴｸｾﾙ）
初級レベル、文字入力

不問

5月11日 07030-3419081 販売 一般 ¥140,229 ～ ¥175,708 不問 江別市 不問 不問

5月11日 15120-2546681 販売員 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 63歳以下 江別市 不問 不問

5月11日 01232-1176281
靴及び靴関連商品の
店内販売員

一般 ¥146,080 ～ ¥146,080 59歳以下 江別市 不問 不問

5月11日 01232-1178081 介護職員(4ヵ月以上） 一般 ¥160,000 ～ ¥195,000 18歳以上 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月11日 01232-1120381 看護補助者(ﾍﾙﾊﾟｰ) 一般 ¥142,000 ～ ¥172,500 18歳以上 江別市 不問 不問

5月11日 01240-9178481 警備スタッフ 一般 ¥154,000 ～ ¥176,000 18歳以上 札幌、江別、千歳 不問 不問

5月11日 01240-9739581 倉庫作業員 一般 ¥161,700 ～ ¥165,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

5月2日 01232-1047281 エステティシャン 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 不問 不問

5月2日 01232-1045781
キッチンスタッフ（キャアリア
アップタイプ）

一般 ¥210,460 ～ ¥210,460 18歳～64歳 江別市 不問 不問

5月2日 01232-1044481
ホールスタッフ（キャアリア
アップタイプ）

一般 ¥210,460 ～ ¥210,460 18歳～64歳 江別市 不問 不問

5月2日 01232-1060481 工場スタッフ 一般 ¥139,531 ～ ¥139,531 不問 江別市 不問 不問

3月12日 01010-4075281 任期付職員(4ヵ月以上） 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 江別市 不問 ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞが扱える事
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3月12日 01232-242981 （契）事務職員(4ヵ月以上） 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 江別市 不問 不問

3月12日 01232-226581 （契）計量業務員(4ヵ月以上） 一般 ¥136,000 ～ ¥136,000 不問 江別市 普通運転免許（通勤用）
ﾊﾟｿｺﾝ（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
操作できる方

3月12日 01010-4460281
（契）外来受付業務
(4ヵ月以上）

一般 ¥133,400 ～ ¥143,400 不問 江別市 不問 不問

3月12日 01232-238881 経理業務スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥210,000 不問 江別市 不問 経理事務経験者

3月12日 01232-210781
看護師または准看護師
(4ヵ月以上）

パート ¥1,300 ～ ¥1,500 不問 江別市
看護師免許または
准看護師免許
普通運転免許（AT限定可）

不問

3月12日 01232-206081 看護師または准看護師 パート ¥1,300 ～ ¥1,500 不問 江別市
看護師免許または
准看護師免許
普通運転免許（AT限定可）

不問

3月12日 01232-209981 医療事務員(4ヵ月以上） パート ¥850 ～ ¥950 不問 江別市
普通運転免許（AT限定可）
（有資格者優遇）

不問

3月12日 01232-207381 医療事務員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 江別市
普通運転免許（AT限定可）
（有資格者優遇）

不問

3月12日 01010-4081781
介護スタッフ
(4ヵ月以上）

パート ¥830 ～ ¥900 不問 江別市
介護職員初任者研修修了
者及びﾍﾙﾊﾟｰ２級以上

不問

3月12日 01010-4079681
介護スタッフ
(4ヵ月以上）

パート ¥830 ～ ¥900 不問 江別市
介護職員初任者研修修了
者及びﾍﾙﾊﾟｰ２級以上

不問

3月12日 01232-240381 放課後児童会指導員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-405781 (パ）看護師(4ヵ月以上） 一般 ¥203,438 ～ ¥235,988 不問 江別市 看護師または准看護師免許 不問

2月13日 01232-302081 看護師・准看護師 一般 ¥183,000 ～ ¥199,000 不問 江別市 看護師・准看護師免許 不問

2月13日 01232-421781 データ入力業務(4ヵ月以上） 一般 ¥131,828 ～ ¥131,828 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-382781 通所介護職員 一般 ¥167,500 ～ ¥264,100 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

2月13日 01232-385181 支援員 一般 ¥167,500 ～ ¥264,100 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

2月13日 01010-5741881 （有期）介護職員(4ヵ月以上） 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

2月13日 01232-337081 （非）調理員(4ヵ月以上） 一般 ¥124,950 ～ ¥124,950 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-255281 正・准看護師(4ヵ月以上） パート ¥1,360 ～ ¥1,450 不問 江別市
看護師免許
又は准看護師免許

不問

2月13日 01232-376281 事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-304681 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 江別市 不問 不問

2月13日 01232-260481 介護職員(4ヵ月以上） パート ¥900 ～ ¥900 不問 江別市 不問 不問
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2月13日 01232-339681 調理補助(4ヵ月以上） パート ¥850 ～ ¥850 不問 江別市 不問 不問
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