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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

9月15日 01250-4920171 看護師 一般 ¥180,000 ～ ¥245,000 不問 恵庭市 看護師 不問

9月15日 01250-4912171 （請）食料品の包装・箱の制作 一般 ¥64,800 ～ ¥129,600 不問 千歳市 不問 不問

9月15日 01250-4911971 （パ）介護職員 一般 ¥147,000 ～ ¥147,000 不問 千歳市
介護初任者研修修了者
（介護福祉士あれば尚可）
普通運転免許（AT限定可）

介護業務経験者

9月15日 01010-35306271 （パ）パンの製造販売 一般 ¥116,200 ～ ¥161,000 不問 恵庭市 不問 不問

9月15日 01250-4879771 （パ）食品製造補助員 一般 ¥140,800 ～ ¥140,800 不問 恵庭市 不問 不問

9月15日 01250-4849971 企画・営業業務 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 千歳市
普通運転免許（AT限定
可）

ＰＣ基本操作（ﾜ-ﾄﾞ・ｴｸｾﾙ）
ができる方

9月15日 01110-4449471 看護師・准看護師 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 恵庭市 看護師又は准看護師 不問

9月15日 01010-34450471 （契）医療事務 一般 ¥126,200 ～ ¥140,000 不問 千歳市 不問 不問

9月15日 01250-4913071 看護師又は准看護師 パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 恵庭市 看護師又は准看護師 不問

9月15日 01010-35309071 パンの製造販売 パート ¥830 ～ ¥1,150 不問 恵庭市 不問 不問

9月15日 01250-4865171 （ア）清掃作業員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 恵庭市 普通運転免許（通勤用） 不問

9月15日 01010-34789971 給食調理員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 千歳市 不問 不問

9月15日 01010-34704971 学校給食業務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 千歳市 不問 不問

9月15日 01010-34702871 学校給食調理員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 千歳市 不問 不問

9月15日 01110-4450271 介護職員 パート ¥830 ～ ¥900 不問 恵庭市
普通運転免許（AT限定
可）
ヘルパー２級あれば尚可

不問

9月15日 01110-4448571 看護師・准看護師 パート ¥1,300 ～ ¥1,400 不問 恵庭市 看護師又は准看護師 不問

9月15日 01010-34575271 客室ベッドメイク パート ¥850 ～ ¥850 不問 千歳市 不問 不問

9月8日 01250-4835671 食肉加工業務 一般 ¥220,000 ～ ¥250,000 不問 恵庭市 不問 不問

9月8日 01250-4833071 （パ）食肉・加工製造員 一般 ¥128,000 ～ ¥128,000 不問 恵庭市 不問 不問

9月8日 01010-34397771 訪問介護職員 一般 ¥143,000 ～ ¥215,000 64歳以下 千歳市
介護職員初任者研修
（ホームヘルパー２級以上）
普通運転免許（AT限定可）

不問

9月8日 01010-34228971 一般事務 一般 ¥185,527 ～ ¥266,619 59歳以下 千歳市 不問
ＰＣ（ｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞできる方）、
（事務経験者優遇）
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9月8日 01250-4797571 （パ）工場作業スタッフ 一般 ¥142,560 ～ ¥193,600 不問 千歳市 不問 不問

9月8日 01250-4782871 （パ）看護師又は准看護師 一般 ¥224,460 ～ ¥252,300 不問 恵庭市
看護師又は准看護師
普通運転免許（AT限定可）

不問

9月8日 01250-4771671 文書管理等補助員 一般 ¥110,000 ～ ¥110,000 不問 千歳市 不問
パソコン（ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ・一太
郎など）の基本操作が出来
る方

9月8日 01250-4761071 (契）一般事務員 一般 ¥148,300 ～ ¥170,600 不問 恵庭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月8日 01250-4529771 (派）部品検査員 一般 ¥140,250 ～ ¥140,250 不問 恵庭市 不問 不問

9月8日 01250-4513271
食肉加工品の製造及び
包装作業スタッフ

一般 ¥160,000 ～ ¥230,000 不問 千歳市 不問 不問

9月8日 01250-4784971 訪問介護員 パート ¥1,100 ～ ¥1,200 不問 恵庭市
ヘルパー２級以上
普通運転免許（AT限定可）

不問

9月8日 21020-10637771 販売員 パート ¥820 ～ ¥820 不問 千歳市 不問 不問
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