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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

4月30日 01250-1936211 児童指導員・サポートスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 64歳以下
千歳市、苫
小牧市

普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月30日 01250-1923611 受注事務員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 千歳市 不問 不問

4月30日 01230-7436911 製造補助員 一般 ¥140,200 ～ ¥140,200 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　あれば尚可
※求人票参照

不問

4月30日 01250-1934711 児童指導員・サポートスタッフ パート ¥950 ～ ¥1,000 64歳以下
千歳市、苫
小牧市

普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月30日 01230-7434311 製造補助員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 千歳市
普通自動車運転免許　あれば尚可
※求人票参照

不問

4月30日 01250-1926711 看護助手 パート ¥1,014 ～ ¥1,154 不問 千歳市
介護福祉士あれば尚可
※求人票参照

不問

4月30日 01250-1925111 申請相談員 パート ¥1,130 ～ ¥1,306 不問 千歳市 不問
千歳公共職業安定所期間業務職員募集要
項参照のこと

4月23日 01250-1908911 歯科助手(受付業務・診療介助) 一般 ¥155,000 ～ ¥165,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

4月23日 21020-4482611 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 千歳市 不問 不問

4月23日 01250-1916911 販売員 パート ¥865 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 不問

4月23日 01240-8520311 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 千歳市 不問 不問

4月23日 01070-1704311
パソコンの設定及び店頭サ
ポート・インターネット設定

一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月23日 01250-1906311 介護職員 パート ¥870 ～ ¥920 不問 恵庭市 不問 実務経験者

4月23日 01250-1901811 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 千歳市 不問 不問

4月23日 01250-1900711 就労支援B型生活支援員 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月23日 01250-1899411 販売員 一般 ¥146,160 ～ ¥146,160 不問 千歳市 不問 不問

4月23日 01250-1895711 ファッション衣料販売スタッフ 一般 ¥125,240 ～ ¥146,320 59歳以下 千歳市 不問 不問

4月23日 01250-1891311 医薬品製造補助スタッフ 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 不問 千歳市 不問 不問

4月23日 01250-1884611 医師事務作業補助 一般 ¥151,500 ～ ¥188,000 59歳以下 恵庭市
ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認定)あれば尚可
※求人票参照

医師事務作業補助者

4月23日 01190-3772911 介護従業者 一般 ¥152,700 ～ ¥176,700 18歳～59歳 千歳市
介護職員初任者研修修了者あれば尚可
※求人票参照

不問

4月23日 01190-3771611 介護従業者 一般 ¥152,700 ～ ¥176,700 18歳～59歳 千歳市
介護職員初任者研修修了者あれば尚可
※求人票参照

不問
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4月23日 01250-1876611 一般職(営業・経理・庶務等) 一般 ¥149,500 ～ ¥149,500 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須　　（AT限定不可）
※求人票参照

事務経験者

4月23日 01250-1868311 医療事務 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 医療事務に係る経験

4月23日 01250-1866411 就労支援スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月23日 01020-4612511 レストラン店舗スタッフ 一般 ¥155,250 ～ ¥155,250 59歳以下 千歳市 不問 不問

4月16日 01250-1863811 医療事務員 一般 ¥168,000 ～ ¥220,000 59歳以下 恵庭市 不問 医療事務経験者又は調剤事務経験者

4月16日 01250-1862711 倉庫事務員 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 不問 千歳市 不問 不問

4月16日 01250-1857511 カフェスタッフ パート ¥880 ～ ¥1,050 不問 千歳市 不問 キッチン業務経験者、料理好きな方

4月16日 01250-1854711 生活支援員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照
介護福祉士

不問

4月16日 01250-1851611 介護職員 一般 ¥166,000 ～ ¥200,000 18歳以上 千歳市
介護福祉士　　必須
※求人票参照

不問

4月16日 01250-1836911 カレー店ホールスタッフ パート ¥880 ～ ¥920 64歳以下 千歳市 不問 不問

4月16日 01230-6862111 子ども書道教室アシスタント パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

4月16日 01250-1834311 スイミングインストラクター パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 千歳市 不問 50ｍ以上泳げる方、（スイミングインストラクター経験あれば尚可）

4月16日 01250-1827611 学習塾講師 パート ¥1,500 ～ ¥2,000 不問 千歳市 不問 不問

4月16日 01250-1826311 製造業・倉庫業 一般 ¥175,000 ～ ¥220,000 29歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　あれば尚可
※求人票参照

不問

4月16日 01250-1825011 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥190,000 59歳以下 千歳市 不問 医療事務経験

4月16日 01010-13607911 営業 一般 ¥185,000 ～ ¥270,000 40歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須　　（AT限定不可）
※求人票参照

不問

4月16日 01250-1823511 介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥195,400 18歳以上 千歳市
介護福祉士　　あれば尚可
※求人票参照

不問

4月16日 01250-1812811 経理・総務スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月16日 01250-1811711 経理・総務スタッフ 一般 ¥166,000 ～ ¥244,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月16日 01250-1809311 医療事務 一般 ¥145,930 ～ ¥227,100 40歳以下 恵庭市 不問 不問

4月16日 01010-13524611 資料作成補助 一般 ¥175,000 ～ ¥230,000 35歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月9日 01250-1801911 清掃員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 恵庭市 不問 不問
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4月9日 01250-1800611 一般事務員 パート ¥950 ～ ¥950 40歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月9日 01250-1794011 食肉処理・梱包スタッフ パート ¥880 ～ ¥1,100 不問 恵庭市 不問 スーパーなどで食肉の加工経験者歓迎します。

4月9日 01250-1778411 受付事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 59歳以下 恵庭市 不問 不問

4月9日 01250-1767811 営業スタッフ 一般 ¥220,000 ～ ¥420,000 64歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

営業経験

4月9日 01250-1628111 介護職員 一般 ¥138,500 ～ ¥240,600 18歳～59歳 恵庭市
介護福祉士　　必須
※求人票参照

不問

4月2日 01250-1490611 販売接客スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市 不問 不問

4月2日 01010-11582711 なの花コンシェルジュ パート ¥900 ～ ¥950 不問 千歳市 不問 前職で接客業等、今回の職種に合ったスキル

4月2日 01250-1481311 保育補助職員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　あれば尚可、保育士あれば尚可
※求人票参照

保育業務経験

4月2日 01250-1478811 銀行事務員 パート ¥880 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 不問

4月2日 01250-1476111 和洋菓子製造員 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 恵庭市 不問 不問

4月2日 01250-1467911 一般事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月2日 01040-4011611 販売スタッフ 一般 ¥153,000 ～ ¥153,000 不問 千歳市 不問
食品販売関係(小売店・スーパー等)での実
務経験があると望ましい。

4月2日 01250-1461211 受付事務員 一般 ¥132,000 ～ ¥132,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　あれば尚可
※求人票参照

不問

4月2日 01250-1460811 調理員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 千歳市 不問 不問

4月2日 01250-1459611 事務員 一般 ¥149,250 ～ ¥151,750 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

4月2日 01250-1456411 介護職員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 64歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　必須、介護職員初任者研修修了者あれ
ば尚可
※求人票参照

不問

4月2日 01250-1453811 一般事務スタッフ 一般 ¥172,600 ～ ¥206,600 40歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須　　（AT限定不可）
※求人票参照

不問

4月2日 01250-1452711 総務・経理スタッフ 一般 ¥172,600 ～ ¥256,600 59歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須　　（AT限定不可）
※求人票参照

経理事務経験

4月2日 01240-6910711 クリーニング工場内作業 パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市 不問 不問

4月2日 01250-1427111 事務補助員 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 千歳市 不問 事務経験

3月26日 01250-1417611 貨物仕分け業務 一般 ¥220,000 ～ ¥301,500 40歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月26日 01250-1415011 酪農作業員 一般 ¥240,000 ～ ¥280,000 不問 千歳市 不問 不問
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3月26日 01240-6814811 キッチンスタッフ パート ¥865 ～ ¥1,000 59歳以下 恵庭市 不問 不問

3月26日 12100-2529311 配車係補助 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 59歳以下 千歳市 不問 運送会社にて同様の経験

3月26日 01250-1410711 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥204,400 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

医療事務経験者

3月26日 01250-1400111 一般事務・経理事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥150,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

事務経験者

3月26日 01250-1399211 販売職 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 40歳以下 千歳市 不問 不問

3月26日 01010-11004011 洗い場及びホール パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

3月26日 01010-11002511 調理人 一般 ¥200,000 ～ ¥350,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

3月26日 13040-27224311 接客・販売スタッフ 一般 ¥239,000 ～ ¥239,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

3月26日 27020-17030611 事務 一般 ¥202,000 ～ ¥310,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
通関士あれば尚可
※求人票参照

仕事内容欄に記載の経験あれば尚良い

3月26日 02020-3998511 事務 一般 ¥150,000 ～ ¥171,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月26日 02020-3991311 倉庫管理者 一般 ¥141,000 ～ ¥171,000 60歳～64歳 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月26日 01240-6595611 営業事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 40歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月26日 01100-1595211 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
日商簿記3級あれば尚可
※求人票参照

経理事務経験

3月19日 01250-1362911 営業職・事務職・その他 一般 ¥146,000 ～ ¥270,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

金融関係・共済関係（各種保険）・農業関連業務経験

3月19日 01250-1356711 事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

3月19日 01250-1354911 医療事務員 一般 ¥204,600 ～ ¥276,600 59歳以下 恵庭市 不問 医療事務経験2年以上

3月19日 01250-1347111 販売員 一般 ¥186,000 ～ ¥296,000 44歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月19日 01250-1340211 医療事務員 一般 ¥183,300 ～ ¥222,800 59歳以下 恵庭市 不問 医療事務経験2年以上

3月19日 01230-5157311 営業社員 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須　　（AT限定不可）
※求人票参照

不問

3月19日 01010-10323211 調理・接客全般業務スタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

3月19日 01020-3146211 売場・レジ係 一般 ¥169,000 ～ ¥183,500 45歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　あれば尚可
※求人票参照

不問

3月19日 01250-1329911 記者 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 64歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

編集実務の経験
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3月19日 01010-10016211 施設での調理補助スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 64歳以下 千歳市 不問 不問

3月19日 01250-1318011 食品製造スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 70歳以下 恵庭市 不問 不問

3月19日 01250-1312111 ホール及び調理補助スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,300 18歳以上 千歳市 不問 ホール経験

3月19日 01240-5372211 訪問入浴ヘルパー 一般 ¥188,400 ～ ¥188,400 40歳以下 千歳市 不問 不問

3月12日 01250-1291111 販売スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市 不問 不問

3月12日 01240-5132311 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 恵庭市 不問 不問

3月12日 01240-5011911 商品管理担当 パート ¥891 ～ ¥891 不問 恵庭市 不問 不問

3月12日 01250-1269811 総務業務 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

総務業務経験

3月12日 01250-1260211 花苗の生産・出荷作業 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

3月12日 01010-8822111 事務補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 千歳市 不問 不問

3月12日 01250-1243211 市民活動センタースタッフ 一般 ¥145,600 ～ ¥150,700 不問 千歳市 不問
市民活動、ボランティア活動などに参加し
た経験や興味がある方

3月12日 01230-4504111 カスタマーサービス職 一般 ¥154,800 ～ ¥154,800 不問 千歳市 不問 不問

3月12日 01250-1241711 農作業員 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 恵庭市 不問 不問

3月12日 01250-1240111 苗物配達員 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 恵庭市
普通自動車運転免許(AT限定不可)　　必須
※求人票参照

不問

3月12日 01250-1238011 一般事務員 一般 ¥135,000 ～ ¥152,000 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　あれば尚可
※求人票参照

不問

3月12日 01250-1236511 介護職員 一般 ¥190,000 ～ ¥205,000 18歳～61歳 千歳市
介護福祉士　必須
※求人票参照

不問

3月12日 01250-1234811 獣医師補助スタッフ パート ¥950 ～ ¥950 不問 恵庭市 不問 不問

3月5日 01250-1230611 洗車・受付・送迎スタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月5日 01240-4446611 宣伝販売スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 64歳以下
恵庭市、千
歳市

普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月5日 25010-2329911
ソフトバンクショップ販売接客ス
タッフ

一般 ¥178,000 ～ ¥178,000 35歳以下 千歳市 不問 不問

3月5日 01250-1165011 図書館司書 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 2年以上の図書館勤務経験

3月5日 01250-1164411 営業職 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

営業経験
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3月5日 01040-2921511 フロント係 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 恵庭市
普通自動車運転免許(AT限定不可)　　必須
※求人票参照

不問

3月5日 01250-1025511 総務・経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月5日 01250-987011 一般事務員 一般 ¥129,750 ～ ¥129,750 不問 千歳市 不問 不問

3月5日 01250-985511
マーク加工ネーム刺繡・一般事
務

パート ¥870 ～ ¥1,000 64歳以下 恵庭市 不問 ミシン操作経験

3月5日 01250-982711 販売営業等マーク加工刺繍 一般 ¥170,000 ～ ¥180,000 64歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月5日 01250-979011 プール管理人 パート ¥954 ～ ¥955 不問
恵庭市、千
歳市

不問 不問

3月5日 01250-978411 介護職員 一般 ¥149,600 ～ ¥204,000 18歳以上 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月5日 01010-7539311
カルチャースクールの受付業務
及び講座運営業務

パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

3月5日 01250-968211 申請相談員 パート ¥1,130 ～ ¥1,306 不問 千歳市 不問
千歳公共職業安定所期間業務職員募集要
項参照のこと

3月5日 01250-965111 介護職員 パート ¥880 ～ ¥1,200 18歳以上 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

3月5日 01250-962311 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,180 不問 千歳市 不問 事務経験

3月5日 01250-961011 一般事務員 一般 ¥139,200 ～ ¥183,000 不問 千歳市 不問 事務経験

3月5日 01010-7120711 サービス提供責任者 一般 ¥180,000 ～ ¥195,000 64歳以下 恵庭市
介護職員実務者研修修了者　必須
※求人票参照

不問

2月26日 01250-948911 介護職員 一般 ¥170,000 ～ ¥240,000 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月26日 01250-947611
恵庭市内の公共施設の管理・
受付スタッフ

一般 ¥151,500 ～ ¥151,500 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月26日 01250-946311 支援員 一般 ¥182,000 ～ ¥182,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月26日 01250-939911 受付及び歯科助手 一般 ¥161,000 ～ ¥220,000 59歳以下 恵庭市 不問 経験者

2月26日 01161-266011 経理事務スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須、簿記実務検定3級あれば尚可
※求人票参照

簿記を含む経理知識必須、1年以上の経理
経験者希望

2月26日 01010-7061011 介護スタッフ パート ¥1,040 ～ ¥1,040 不問 千歳市
普通自動車運転免許あれば尚可、ホームヘルパー2級あれば
尚可
※求人票参照

介護経験

2月26日 01250-924811 事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 59歳以下 恵庭市 不問 不問

2月26日 01250-913911 就労支援推進員 一般 ¥170,600 ～ ¥170,600 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

相談支援経験者

2月26日 01250-909211 配達・PRスタッフ 一般 ¥162,840 ～ ¥204,840 64歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問
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2月26日 01250-907711 カレー店ホールスタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥190,000 64歳以下 千歳市 不問 不問

2月19日 01250-899511 歯科助手 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 不問 千歳市 不問 不問

2月19日 01250-894911 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須、建設業経理事務士3級あれば尚
可
※求人票参照

不問

2月19日 01250-890411 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月19日 01250-886911 求人者支援員 パート ¥1,492 ～ ¥1,550 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

千歳公共職業安定所期間業務職員募集要
項参照のこと

2月19日 01250-884311 申請相談員 パート ¥1,130 ～ ¥1,306 不問 千歳市 不問
千歳公共職業安定所期間業務職員募集要
項参照のこと

2月19日 01250-877611 介護職員 一般 ¥154,860 ～ ¥185,120 18歳以上 千歳市
普通自動車運転免許　必須、介護職員初任者研修修了者あれ
ば尚可
※求人票参照

不問

2月19日 01190-1775111 一般事務員 一般 ¥157,000 ～ ¥180,000 29歳以下 千歳市 不問 不問

2月19日 01250-867311 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 千歳市 不問 不問

2月19日 01250-864511 予約事務員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 59歳以下 恵庭市 不問 不問

2月19日 01250-855211 訪問介護員 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 千歳市
介護福祉士あれば尚可
※求人票参照

不問

2月19日 01250-852111 事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 44歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月19日 01250-849411 事務補助員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月19日 01250-18810 予約事務員 一般 ¥202,400 ～ ¥202,400 不問 恵庭市 不問 不問

2月19日 01250-856511 生活相談員 一般 ¥182,000 ～ ¥182,000 59歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　必須、介護福祉士必須
※求人票参照

生活相談実務経験

2月19日 01250-847211 事業担当 一般 ¥142,000 ～ ¥142,000 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月12日 01250-829711 販売接客スタッフ 一般 ¥148,523 ～ ¥148,523 不問 千歳市 不問 不問

2月12日 01250-814211 事務職員 一般 ¥183,719 ～ ¥215,284 不問 恵庭市 不問 不問

2月12日 01251-195311
もやし工場の収穫・包装・設備
洗浄スタッフ

一般 ¥163,184 ～ ¥163,184 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月12日 01250-804711 経理及び店舗業務等スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 20歳～59歳 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

経理経験

2月12日 01250-802911 事務職員 一般 ¥155,400 ～ ¥195,900 45歳以下 千歳市 不問 情報技術者としての知識を有している方

2月12日 01250-799111 販売員 一般 ¥186,000 ～ ¥296,000 44歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問
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2月12日 01250-797611 スクールサポートスタッフ パート ¥1,119 ～ ¥1,119 不問 千歳市 不問 不問

2月12日 01250-795011 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 経験者尚可

2月12日 01250-792211 医師事務作業補助 パート ¥864 ～ ¥1,023 不問 千歳市
ドクターズクラーク(医師事務作業補助技能認定)あれば尚可
※求人票参照

不問

2月12日 01250-794411 歯科助手 一般 ¥155,000 ～ ¥165,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

2月12日 01250-786011 農作業スタッフ 一般 ¥195,000 ～ ¥217,000 35歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許(AT限定不可)　　必須
※求人票参照

不問

2月12日 01240-2903111 営業事務 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 40歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月12日 01010-5056411 事務スタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 恵庭市 不問 レセプト業務

2月12日 01250-781711 医療事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 医療事務経験者

2月12日 01250-777411 研究補助員 パート ¥897 ～ ¥1,119 不問 恵庭市 不問 不問

2月5日 28010-3301611 食品スーパー店舗スタッフ 一般 ¥183,000 ～ ¥253,000
18歳～
64歳

千歳市 不問 小売業経験者優遇

2月5日 01250-765711 経理事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥185,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

経理事務経験

2月5日 01250-762611 介護職員 一般 ¥158,500 ～ ¥188,800
18歳～
59歳

恵庭市 不問 介護職の経験

2月5日 01250-673311 青果物工場作業 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 35歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
フォークリフト運転技能者　あれば尚可
※求人票参照

不問

2月5日 01250-650911 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 64歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月5日 01250-645811 薬局助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 薬局助手業務経験

2月5日 01250-628711 製造スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥185,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許 あれば尚可
フォークリフト運転技能者 あれば尚可
※求人票参照

不問

2月5日 13040-9737011 事務スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥236,000 59歳以下 千歳市 不問 事務経験ある方歓迎します。

2月5日 01250-483111 発送・パソコン作業スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市 不問 不問

2月5日 01250-482911
インターネット通販業務
スタッフ

一般 ¥160,000 ～ ¥190,000 35歳以下 千歳市 不問 不問

2月5日 01010-3698211 店舗スタッフ 一般 ¥152,240 ～ ¥155,700 59歳以下 千歳市 不問 不問

2月5日 01250-477811 キッチン用品販売スタッフ パート ¥870 ～ ¥870 不問 千歳市 不問 不問

2月5日 01250-4774911 電話対応スタッフ 一般 ¥144,000 ～ ¥144,000 不問 千歳市 不問 不問
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2月5日 01250-471011 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 30歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

2月5日 01250-462411 看護助手・介護スタッフ 一般 ¥129,360 ～ ¥129,360 59歳以下 恵庭市 不問 不問

2月5日 01250-460211 農産物生産スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市 不問 不問

1月29日 01250-458911 事務スタッフ パート ¥2,000 ～ ¥2,000 59歳以下 恵庭市 不問 不問

1月29日 01250-457611 総務事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 59歳以下 恵庭市 不問 不問

1月29日 01250-455011 一般事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 千歳市 不問 不問

1月29日 01250-453511 販売スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,050 不問 千歳市 不問 不問

1月29日 01250-450711 経理事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

経理事務経験

1月29日 01250-451811 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 64歳以下 千歳市 不問 不問

1月29日 01250-448611 医療事務 一般 ¥130,000 ～ ¥130,000 59歳以下 恵庭市 不問 医療事務経験者

1月29日 01250-432111 一般経理事務員 一般 ¥200,450 ～ ¥205,450 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

1月29日 01250-426811 介護スタッフ パート ¥861 ～ ¥986 不問 千歳市
ホームヘルパー2級あれば尚可
※求人票参照

介護現場経験

1月29日 01250-424111 事務補助員 パート ¥901 ～ ¥957 不問 千歳市 不問 不問

1月29日 01240-1664311 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 恵庭市 不問 不問

1月29日 01020-1216611 公務・税関事務 一般 ¥146,100 ～ ¥146,100 不問 千歳市 不問 不問

1月29日 01010-3327311 訪問介護職員 一般 ¥149,000 ～ ¥210,000 64歳以下 千歳市
普通自動車運転免許あれば尚可、介護福祉士　必須
※求人票参照

不問

1月29日 01250-401211 総合事務職員 一般 ¥163,300 ～ ¥163,300 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

1月29日 01190-868911 介護従業者 一般 ¥152,700 ～ ¥176,700 18歳～59歳 千歳市
介護職員初任者研修修了者あれば尚可
※求人票参照

不問

1月29日 01190-867611 介護従業者 一般 ¥152,700 ～ ¥176,700 18歳～59歳 千歳市
介護職員初任者研修修了者あれば尚可
※求人票参照

不問

1月29日 01250-404011 健診センター健診専門員 パート ¥1,104 ～ ¥1,182 不問 千歳市 不問 病院勤務経験がある方は、採用面で優遇します

1月29日 01250-402511 外郭団体推進員 パート ¥1,145 ～ ¥1,213 不問 千歳市 不問 会計事務の実務経験1年以上の方

1月29日 01240-1468011 お寿司のデリバリースタッフ パート ¥870 ～ ¥1,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

調理経験
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1月22日 01240-1447711 配達ｽﾀｯﾌ パート ¥870 ～ ¥1,000 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

1月22日 01232-180311 飲食店オープニングスタッフ パート ¥900 ～ ¥950 59歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　あれば尚可
※求人票参照

不問

1月22日 01250-387811 薬局助手 一般 ¥150,300 ～ ¥183,800 59歳以下 恵庭市 不問 不問

1月22日 01250-372411 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥190,000 59歳以下 千歳市 不問 医療事務経験

1月22日 01250-368911 牧場内観光接客スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 59歳以下 千歳市 不問 不問

1月22日 01250-360711 販売員 一般 ¥151,530 ～ ¥176,000 不問 千歳市 不問 不問

1月22日 01250-347411 生活支援員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

1月22日 01250-342111 調理員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

1月22日 01250-335711 牧場内観光接客スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 59歳以下 千歳市 不問 接客の経験

1月22日 01250-328811 総務事務員 一般 ¥169,000 ～ ¥200,000 64歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
日商簿記3級　　　　　　　 あれば尚可
※求人票参照

不問

1月22日 01250-324611 一般事務員 パート ¥1,200 ～ ¥1,300 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

入札業務経験

1月15日 01250-294311 事務局スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 64歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

1月15日 01250-290211 介護員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 千歳市
介護職員初任者研修修了者　必須
※求人票参照

不問

1月15日 01250-288911 総務事務 パート ¥900 ～ ¥900 不問 恵庭市
普通自動車運転免許あれば尚可
※求人票参照

経理事務経験3年以上

1月15日 01250-278611 介護事務及び一般事務職員 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

1月15日 01250-273211 介護職員・介護福祉士 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 千歳市
介護福祉士　必須
※求人票参照

介護経験者

1月15日 01250-269311 健診センター事務員 パート ¥864 ～ ¥979 不問 千歳市 不問 病院勤務経験がある方は、採用面で優遇します

1月15日 01250-266511 収納推進員 パート ¥1,262 ～ ¥1,262 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

一般事務経験を3年以上有する方

1月15日 01100-318411 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　必須、日商簿記3級あれば尚可
※求人票参照

経理事務経験

1月15日 01010-502111 靴の販売員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 千歳市 不問 不問

1月15日 01250-5527601 介護職員 一般 ¥149,500 ～ ¥150,000 18歳～69歳 恵庭市
普通自動車運転免許あれば尚可、介護福祉士あれば尚可
※求人票参照

不問

1月15日 01250-5518301 介護職員 一般 ¥170,000 ～ ¥240,000 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問
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1月15日 01250-5515201 保育補助職員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許あれば尚可、保育士あれば尚可
※求人票参照

保育業務経験

1月15日 01161-1499301 経理事務 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　必須、簿記実務検定3級あれば尚可
※求人票参照

簿記を含む経理知識(必須)1年以上の経理
経験者希望

1月15日 01250-5510901 保育補助職員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 恵庭市
保育士あれば尚可
※求人票参照

保育業務経験

12月25日 01250-5508501 花類生産・緑化作業 一般 ¥190,000 ～ ¥300,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

12月25日 01010-42016001 部署アシスタント 一般 ¥184,830 ～ ¥184,830 不問 恵庭市 不問 不問

12月25日 28020-23257501 接客・調理 パート ¥870 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

12月25日 11030-31513701 生体管理 パート ¥900 ～ ¥930 64歳以下 恵庭市 不問 不問

12月25日 01240-22667801
お客様対応・販売・品出し等に
付随する業務

パート ¥1,050 ～ ¥1,200 不問 千歳市 不問 接客関係・アパレル関係の経験があれば尚可

12月25日 01250-5487301 配置薬ルート営業 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 64歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

12月18日 01250-5482701 検査専門員 一般 ¥152,000 ～ ¥200,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

12月18日 01250-5481401 検査専門員 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 千歳市 不問 不問

12月18日 01250-5480101 事務アシスタント パート ¥925 ～ ¥930 不問 千歳市 不問 不問

12月18日 01250-5478001 購買管理スタッフ 一般 ¥177,200 ～ ¥194,800 不問 千歳市 不問 不問

12月18日 01250-5477501 受付兼リハビリ助手スタッフ 一般 ¥140,600 ～ ¥155,700 59歳以下 恵庭市 不問 不問

12月18日 01250-5476201 総務・経理事務員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

12月18日 01250-5475801 経理事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

12月18日 01250-5468201 事務員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

12月18日 01250-5463901 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 64歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

12月18日 01250-5462601 生活相談員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 59歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須、介護福祉士必須
※求人票参照

不問

12月18日 01250-5460001 医療事務員 一般 ¥156,700 ～ ¥245,000 59歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

医療事務経験者

12月10日 01250-5457701 一般職 一般 ¥182,200 ～ ¥253,500 35歳以下 恵庭市
普通自動車運転免許　　(AT限定不可）　必須
※求人票参照

不問

12月10日 01250-5437601 医療事務及び看護助手 一般 ¥159,000 ～ ¥388,000 64歳以下 恵庭市 不問 不問
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12月10日 01010-40510201
接客中心の記念写真販売ス
タッフ

パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問
恵庭市
千歳市

普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

12月10日 01010-40499501
接客中心の記念写真販売ス
タッフ

一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

12月10日 01250-5430401 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 64歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

経理事務経験者

12月10日 01250-5426501 経理・事務員 一般 ¥161,600 ～ ¥175,000 35歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須　　日商簿記2級あれば尚可
※求人票参照

不問

12月10日 01250-5422401 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 64歳以下 千歳市 不問 不問

12月4日 13130-27668301 調理、接客 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

12月4日 01250-5271701 コミュニティセンター管理人 パート ¥910 ～ ¥910 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

12月4日 01250-5133401 生活支援員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

12月4日 01250-5132101 介護職員 パート ¥950 ～ ¥950 18歳以上 千歳市
普通自動車運転免許　　必須、介護職員初任者研修修了者必
須
※求人票参照

医療・介護業界経験者

12月4日 01250-5126701 事務補助員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 千歳市 不問 不問

12月4日 01250-5125401 食品(たれ)製造業務 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 40歳以下 千歳市 不問 不問

12月4日 01250-5121301 事務職員 一般 ¥139,200 ～ ¥144,000 不問 千歳市 不問 事務経験

12月4日 01250-5119201 訪問介護スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,500 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須、介護職員初任者研修修了者必
須
※求人票参照

不問

12月4日 01250-5116401 スポーツインストラクター 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 恵庭市 不問 運動器リハビリ経験

12月4日 01250-5114901
ガイド及びインストラクターゲス
トハウス業務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

11月27日 01250-5113601 総務課事務員 一般 ¥157,000 ～ ¥198,300 32歳以下 恵庭市 不問 不問

11月27日 01250-5094401 介護職員 一般 ¥153,760 ～ ¥153,760 不問 恵庭市
普通自動車運転免許　　必須
介護福祉士あれば尚可
※求人票参照

介護経験

11月27日 01250-5090301 ホールスタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市 不問 不問

11月27日 01250-5084601 介護員 一般 ¥151,000 ～ ¥190,000 18歳～64歳 恵庭市
普通自動車運転免許　必須
介護職員初任者研修修了者あれば尚可
※求人票参照

介護経験

11月27日 01250-5077901 ラーメン店従業員 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 18歳～64歳 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

飲食店勤務経験

11月27日 01190-9644101 レジ及び 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 44歳以下 千歳市
普通自動車運転免許　　必須
※求人票参照

不問

11月20日 01250-5051901 医療事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問
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11月20日 01250-5047801 梱包検品作業 一般 ¥153,000 ～ ¥153,000 不問 千歳市 不問 不問

11月13日 01190-9576701 マンション管理員 一般 ¥134,328 ～ ¥134,328 不問 千歳市 不問 不問

11月13日 01010-37419801 デイサービス介護スタッフ パート ¥870 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 不問

11月13日 01010-37413301 生活相談員 一般 ¥180,000 ～ ¥195,000 不問 恵庭市
社会福祉士あれば尚可
※求人票参照

不問

11月13日 01010-37395401 事務スタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 恵庭市 不問 レセプト業務

11月13日 01250-5034901 モバイルプランナー 一般 ¥168,000 ～ ¥168,000 35歳以下 恵庭市 不問 不問

11月13日 01250-5024301 病棟事務 一般 ¥145,000 ～ ¥180,400 不問 千歳市 不問 不問

11月13日 01250-5018901 調理補助スタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥230,000 64歳以下 千歳市 不問 経験者尚可

11月13日 01250-5017601 カレー店ホールスタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥190,000 64歳以下 千歳市 不問 不問

11月13日 01250-5015001 一般事務・経理事務補助 一般 ¥158,000 ～ ¥209,000 40歳以下 千歳市
普通運転自動車免許　　必須、日商簿記2級あれば尚可
※求人票参照

不問

11月13日 01250-5012801
すし・弁当の販売、接客、管理
業務

一般 ¥186,000 ～ ¥286,000 44歳以下 千歳市 不問 不問

11月6日 13150-18878201 洋服の直しと受付 パート ¥865 ～ ¥965 不問 千歳市 不問 不問

11月6日 01250-4896901 生活相談員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 59歳以下 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須、介護福祉士必須
※求人票参照

不問

11月6日 01250-4871101 介護職員 一般 ¥180,000 ～ ¥292,500 59歳以下 恵庭市
介護福祉士　　必須
※求人票参照

不問

11月6日 01250-4756001 経理事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

事務経験

11月6日 01250-4755501 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 恵庭市
普通運転自動車免許　あれば尚可
※求人票参照

事務経験

10月30日 01250-4738201 経理事務員 一般 ¥158,200 ～ ¥190,600 59歳以下 千歳市
普通運転自動車免許　　必須、日商簿記3級　必須
※求人票参照

経理事務経験

10月30日 01250-4735401 事務職 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

10月30日 01250-4730001 グループホーム介護職員 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 18歳～64歳 恵庭市 不問 不問

10月30日 01250-4727701 医療事務員 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 恵庭市 不問 医療事務経験

10月30日 01250-4725101 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥202,400 59歳以下 千歳市 不問 医療事務経験

10月30日 01250-4719701 ケアアシスタント パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 千歳市 不問 不問
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10月30日 01250-4717101 歯科医院受付業務 一般 ¥145,000 ～ ¥190,000 64歳以下 恵庭市
普通運転自動車免許　　あれば尚可
※求人票参照

不問

10月30日 01250-4712501 歯科助手 一般 ¥175,000 ～ ¥225,000 64歳以下 恵庭市 不問 不問

10月23日 01250-4693301 販売員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 千歳市 不問 接客経験

10月23日 01250-4691501 医療事務員 一般 ¥153,000 ～ ¥180,000 59歳以下 恵庭市 不問 医療事務経験

10月23日 01250-4684001 医療事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 千歳市 不問 医療事務経験

10月23日 01250-4683501 医療事務員 一般 ¥169,176 ～ ¥283,744 不問 恵庭市 不問 不問

10月23日 01250-4682201 総務職員 一般 ¥169,176 ～ ¥283,744 不問 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

10月23日 01230-17386701 子ども書道教室アシスタント パート ¥900 ～ ¥900 不問
千歳市、恵
庭市

不問 不問

10月23日 01010-34485601 介護スタッフ パート ¥1,050 ～ ¥1,150 不問 千歳市 不問 不問

10月23日 01250-4679901 医療事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥210,000 59歳以下 恵庭市 不問 電子カルテ経験者

10月23日 01010-34832601 経理事務スタッフ 一般 ¥166,330 ～ ¥174,251 不問 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

経理事務経験2年以上

10月16日 01250-4646401 印刷従業員 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 64歳以下 恵庭市 不問 印刷業務経験

10月16日 01250-4645101 看護助手 パート ¥900 ～ ¥900 59歳以下 恵庭市 不問 不問

10月16日 01250-4640501 看護助手 一般 ¥141,700 ～ ¥220,000 18歳～59歳 千歳市 不問 不問

10月16日 01250-4630801 事務補助員 パート ¥898 ～ ¥1,055 不問 千歳市 不問 不問

10月16日 01250-4627601 事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 59歳以下 千歳市
普通運転自動車免許　　あれば尚可
※求人票参照

医療事務経験

10月16日 01250-4620401 パン製造補助スタッフ 一般 ¥151,536 ～ ¥151,536 不問 千歳市 不問 不問

10月16日 01250-4611101 総務事務 パート ¥930 ～ ¥930 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須、日商簿記3級あれば尚可
※求人票参照

不問

10月2日 01250-4279001 受付・事務スタッフ 一般 ¥158,400 ～ ¥158,400 不問 千歳市 不問 不問

10月2日 01250-4276801 医療事務員 一般 ¥190,000 ～ ¥260,000 59歳以下 千歳市 不問 医療事務経験者

10月2日 01250-4309501 訪問介護・居宅介護スタッフ パート ¥950 ～ ¥1,200 不問 千歳市
普通運転自動車免許必須、介護職員初任者研修修了者必須
※求人票参照

不問

10月2日 01190-7860401 事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問
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9月25日 01250-4259401
スクールバス運転手及び環境
整備

一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

9月25日 01250-4258101 宅配ドライバースタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

9月18日 01250-4218801 ホールスタッフ 一般 ¥159,814 ～ ¥245,814 18歳～64歳 恵庭市 不問 不問

9月18日 01250-4217701 キッチンスタッフ 一般 ¥159,814 ～ ¥245,814 18歳～64歳 恵庭市 不問 不問

9月18日 01250-4209701 医療事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥180,000 33歳以下 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

9月18日 01250-4182001 介護職員 一般 ¥141,700 ～ ¥220,000 18歳～59歳 千歳市
介護職員初任者研修修了者あれば尚可
※求人票参照

不問

9月18日 01250-4177901 誰でもなれる「習字の先生」 パート ¥900 ～ ¥900 不問
千歳市
恵庭市

普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

9月18日 01250-4174001 誰でもなれる「そろばんの先生」 パート ¥900 ～ ¥900 不問
千歳市
恵庭市

普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

9月11日 01250-4165501 介護スタッフ 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 59歳以下 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須、介護福祉士あれば尚可
※求人票参照

不問

9月11日 13070-55462801
カルディコーヒーファームでの
販売

一般 ¥212,500 ～ ¥280,000 20歳～44歳 千歳市 不問 不問

9月11日 13040-86172001 フィットネス施設の接客スタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 64歳以下 恵庭市 不問 不問

9月11日 13040-86124901 フィットネス施設の接客スタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 64歳以下 千歳市 不問 不問

9月11日 01250-4137701 医療事務員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 千歳市 不問 医療事務経験

9月11日 01250-4136401 介護職員 パート ¥861 ～ ¥861 64歳以下 千歳市 不問 不問

9月11日 01250-4113201 リハビリスタッフ パート ¥861 ～ ¥1,000 59歳以下 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

9月11日 01250-4106501 経理事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

経理事務経験者

9月11日 01250-4107001 ストア・スーパーバイザー 一般 ¥250,000 ～ ¥400,000 不問 千歳市 不問 不問

9月4日 09016-1656101 店舗スタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

9月4日 01250-4082101 食品製造スタッフ 一般 ¥165,000 ～ ¥240,000 40歳以下 恵庭市 不問 不問

9月4日 01250-4065101 保育士 一般 ¥202,000 ～ ¥232,000 不問 恵庭市
保育士　　必須
※求人票参照

不問

9月4日 01250-4022901 一般事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

9月4日 01250-4019801 介護職員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 恵庭市 不問 不問
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9月4日 01250-3995201 介護職員 一般 ¥146,750 ～ ¥146,750 18歳以上 恵庭市 不問 介護業務経験

9月4日 01250-3855401 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市 不問 不問

9月4日 01240-14817101 お客様サポート業務 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 64歳以下 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

9月4日 01250-3845101 ホールスタッフ 一般 ¥159,814 ～ ¥245,814 18歳～64歳 千歳市 不問 不問

9月4日 01250-3838401 発砲シート製造スタッフ 一般 ¥178,800 ～ ¥237,800 18歳以上 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

9月4日 01250-3837101 レンタルバイク店舗スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市
自動二輪車免許　　必須
※求人票参照

不問

8月28日 01250-3797901 経理事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥210,000 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須、建設業経理士2級あれば尚可
※求人票参照

建設業の経理経験3年以上

8月28日 01250-3793501 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 40歳以下 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

8月28日 01250-3792201 事務アシスタント パート ¥925 ～ ¥930 不問 千歳市 不問 パソコン操作のできる方

8月28日 01250-3789901 営業(メディカルアドバイザー) 一般 ¥198,776 ～ ¥245,547 59歳以下 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

8月28日 01250-3772101 介護職員 一般 ¥155,000 ～ ¥167,000 不問 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須、介護職員初任者研修修了者必
須
※求人票参照

介護業務経験

8月28日 01250-3768201 介護員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 恵庭市
介護職員初任者研修修了者必須
※求人票参照

不問

8月28日 01250-3765401 給食調理員 パート ¥905 ～ ¥905 不問 恵庭市 不問 不問

8月21日 01250-3744301 レンタル商品回収・検品作業員 一般 ¥127,890 ～ ¥127,890 不問 千歳市 不問 不問

8月21日 01100-4367401 販売スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 40歳以下 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

8月21日 01250-370801 空港内清掃 一般 ¥180,000 ～ ¥190,000 45歳以下 千歳市 不問 不問

8月14日 01070-3603001 事務員 一般 ¥152,980 ～ ¥220,000 40歳以下 恵庭市 不問 不問

8月14日 01250-3722401 売上計算事務員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

8月14日 01250-3713101 看護助手 一般 ¥160,000 ～ ¥175,000 不問 千歳市 不問 病院・診療所勤務経験

8月14日 01250-3680001 販売員 パート ¥870 ～ ¥870 不問 千歳市 不問 店舗等での接客販売経験

8月14日 13070-48544201 スマホ案内スタッフ 一般 ¥223,600 ～ ¥223,600 不問 千歳市 不問 不問

8月14日 01250-3671001 保育補助及び事務補助 パート ¥1,050 ～ ¥1,050 不問 千歳市 不問 不問
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8月14日 01250-3674901 事務職員及び保育補助 一般 ¥178,180 ～ ¥178,180 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

8月14日 01250-3667101 介護職員 一般 ¥165,000 ～ ¥200,500 18歳以上 千歳市
介護福祉士　　必須
※求人票参照

不問

8月14日 01250-3570401 医療事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥180,000 33歳以下 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

8月7日 01250-3671001 保育補助及び事務補助 パート ¥1,050 ～ ¥1,050 不問 千歳市 不問 不問

8月7日 01250-3669701 製造職 一般 ¥153,500 ～ ¥201,000 18歳以上 千歳市 不問
業種や経験年数は問わないが
製造業務経験者尚可

8月7日 01250-3668401 介護員 一般 ¥149,250 ～ ¥149,250 18歳以上 千歳市
ホームヘルパー2級　あれば尚可
※求人票参照

不問

8月7日 01250-3560901 農作業員 パート ¥880 ～ ¥890 不問 千歳市 不問 不問

8月7日 01250-3559001 農作業員 一般 ¥129,360 ～ ¥130,830 不問 千歳市 不問 不問

8月7日 01250-3460201 一般事務音 一般 ¥180,000 ～ ¥190,000 不問 恵庭市 不問 不問

8月7日 01250-3442701
インターネット通販業務
スタッフ

一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 35歳以下 千歳市 不問 不問

8月7日 01240-13187601 登記簿公開に関する事務 パート ¥870 ～ ¥870 不問 恵庭市 不問 不問

7月30日 01250-3437501 訪問介護員 パート ¥890 ～ ¥920 不問 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須　介護職員初任者研修修了者必
須
※求人票参照

不問

7月30日 01250-3428201 介護事務及び一般事務職員 パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

7月30日 01250-3422601 発送・パソコン作業スタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市 不問 不問

7月30日 01250-3410501 エステ業務スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 千歳市
美容師あれば尚可
※求人票参照

エステ経験

7月30日 01250-3409701 スクールサポートスタッフ パート ¥1,119 ～ ¥1,119 不問 千歳市 不問 不問

7月30日 01250-3408401 学習指導員 パート ¥1,119 ～ ¥1,119 不問 千歳市 不問 不問

7月30日 01250-3419201 事務補助員 一般 ¥148,000 ～ ¥148,000 不問 千歳市
不問
※求人票参照

事務経験

7月30日 01050-3549101 衣料販売員 一般 ¥175,000 ～ ¥195,000 不問 恵庭市 不問 不問

7月30日 01250-3412301 営業事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥165,000 不問 千歳市 不問 不問

7月30日 01250-3403001 一般・経理事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

7月30日 01250-3402501 デイサービス職員 一般 ¥159,600 ～ ¥201,600 不問 千歳市
普通運転自動車免許　必須、介護福祉士必須
※求人票参照

不問
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7月30日 01240-12658001 調剤事務 一般 ¥155,000 ～ ¥175,000 35歳以下 恵庭市
普通運転自動車免許あれば尚可、医療事務資格あれば尚可
※求人票参照

不問

7月30日 01190-6119101 一般事務 パート ¥870 ～ ¥950 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

7月30日 01250-3385901 営業スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,500 不問 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

7月30日 01250-3370701 一般事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市 不問 不問

7月17日 01030-9478301 菓子製造販売 パート ¥861 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

7月17日 01250-3356201 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 恵庭市 不問 不問

7月17日 01240-12479701 キッチンスタッフ パート ¥865 ～ ¥1,000 59歳以下 恵庭市 不問 不問

7月17日 01240-12451101 店舗スタッフ 一般 ¥216,500 ～ ¥251,500 59歳以下 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

7月17日 01250-3353401 鮭の加工・梱包作業 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

7月17日 01250-3341301 倉庫作業員 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 不問 千歳市 不問 倉庫作業経験

7月17日 01250-3319101 医療事務員 一般 ¥160,200 ～ ¥206,800 不問 恵庭市 不問 医療事務経験

7月17日 01250-3311701 荷物受発送業務 一般 ¥144,000 ～ ¥144,000 不問 恵庭市 不問 不問

7月17日 01250-3307001 清掃員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 恵庭市 不問 不問

7月10日 01250-3319101 医療事務員 一般 ¥160,200 ～ ¥206,800 不問 恵庭市 不問 医療事務経験

7月10日 01250-3313201 シャッター製品製造スタッフ 一般 ¥158,500 ～ ¥213,500 35歳以下 恵庭市 不問 不問

7月10日 01250-3244501 調理スタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥250,000 18歳～59歳 千歳市 不問 調理業務経験者

7月10日 01250-3243201 フロントスタッフ 一般 ¥165,000 ～ ¥195,000 40歳以下 千歳市 不問 不問

7月10日 01250-3211501 調理員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 千歳市 不問 不問

7月10日 01250-3188801
シャッター製品製造・加工スタッ
フ

一般 ¥140,000 ～ ¥190,000 不問 千歳市 不問 不問

7月10日 01250-3144401 地域連携室事務職員 一般 ¥162,700 ～ ¥258,200 不問 恵庭市 不問 実務経験（医療事務又は地域連携事務経験）

7月10日 01250-11632001 工場作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 恵庭市 不問 不問

7月3日 01250-3026201 医療事務員 一般 ¥169,176 ～ ¥283,744 不問 恵庭市 不問 不問
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7月3日 01250-3017801 総務職員 一般 ¥169,176 ～ ¥283,744 不問 恵庭市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

7月3日 04011-2123801 一般事務 一般 ¥181,500 ～ ¥305,000 64歳以下 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

事務経験あれば尚可

7月3日 01250-3015401 職業指導員 一般 ¥182,000 ～ ¥219,000 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

7月3日 01250-3011301 キッチンスタッフ パート ¥880 ～ ¥1,000 不問 恵庭市 不問 不問

7月3日 01250-3008801 受付事務 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 45歳以下 千歳市 不問 不問

7月3日 01250-2996601 医療事務員 一般 ¥137,025 ～ ¥137,025 不問 恵庭市 不問 不問

7月3日 01250-2993501 受付事務 一般 ¥140,000 ～ ¥197,000 45歳以下 千歳市 不問 不問

7月3日 01250-2981401 職業指導員 一般 ¥140,000 ～ ¥150,000 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

7月3日 01190-5224401 一般事務 パート ¥870 ～ ¥950 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

7月3日 01250-2977501 食品製造スタッフ 一般 ¥168,400 ～ ¥177,200 不問 恵庭市 不問 不問

7月3日 01250-2973401 一般事務スタッフ 一般 ¥186,800 ～ ¥242,800 不問 千歳市 不問 事務業務実務経験

7月3日 01250-2971901 総合職(食品工場) 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 40歳以下 千歳市 不問 不問

7月3日 01240-11004101 販売員 一般 ¥131,088 ～ ¥135,003 不問 恵庭市 不問 不問

7月3日 01240-11003901 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 恵庭市 不問 不問

6月26日 01250-2996601 医療事務員 一般 ¥137,025 ～ ¥137,025 不問 恵庭市 不問 不問

6月26日 01250-2993501 受付事務 一般 ¥140,000 ～ ¥197,000 45歳以下 恵庭市 不問 不問

6月26日 01250-2986001 洋服販売員 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 千歳市 不問 不問

6月26日 01250-2981401 職業指導員 一般 ¥140,000 ～ ¥150,000 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

6月26日 01190-5224401 一般事務 パート ¥870 ～ ¥950 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

6月26日 01250-2977501 食品製造スタッフ 一般 ¥168,400 ～ ¥177,200 不問 恵庭市 不問 不問

6月26日 01250-2973401 一般事務スタッフ 一般 ¥186,800 ～ ¥242,800 不問 千歳市 不問 事務業務実務経験

6月26日 01250-2971901 総合職(食品工場) 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 40歳以下 千歳市 不問 不問
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6月26日 01240-11004101 販売員 一般 ¥131,088 ～ ¥135,003 不問 恵庭市 不問 不問

6月26日 01240-11003901 販売員 パート ¥861 ～ ¥901 不問 恵庭市 不問 不問

6月26日 01240-10981901 クライアントサービス 一般 ¥218,000 ～ ¥266,000 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

6月26日 13200-8281601 調理補助 パート ¥880 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

6月26日 01250-2954901 経理事務員 一般 ¥158,200 ～ ¥190,600 不問 千歳市
普通運転自動車免許必須、日商簿記3級必須、
※求人票参照

経理事務経験

6月26日 01250-2953601 リハビリ助手 パート ¥865 ～ ¥1,000 不問 恵庭市
普通運転自動車免許必須、介護職員初任者研修修了者あれば
尚可
※求人票参照

不問

6月26日 01250-2945601 事業所専門相談員 一般 ¥258,840 ～ ¥263,640 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

千歳公共職業安定所期間業務職員募集要
項参照のこと

6月26日 01250-2944301 保育職員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 恵庭市
保育士あれば尚可
※求人票参照

保育業務経験

6月26日 01250-2928301 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 経験

6月26日 01240-10834601 レンタカー受付・事務 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

6月19日 01250-2946901 一般事務員 一般 ¥164,000 ～ ¥199,000 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

事務経験

6月19日 01250-2928301 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 経験

6月19日 01240-10834601 レンタカー受付・事務 パート ¥900 ～ ¥1,200 不問 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

6月19日 01250-2918501 医療事務員 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 医療事務経験者

6月19日 01250-2915701 健診センター事務員 一般 ¥129,974 ～ ¥147,316 不問 千歳市 不問 病院勤務経験がある方は、採用面で優遇します。

6月19日 01250-2907401 医療事務員 一般 ¥135,500 ～ ¥175,500 不問 恵庭市 不問 医療事務又は介護事務経験

6月19日 01250-2892101 工事事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 不問 千歳市 不問 不問

6月19日 01250-2882601 学童クラブ指導員 パート ¥971 ～ ¥1,032 不問 千歳市
保育士あれば尚可
※求人票参照

不問

6月19日 01250-2877701 介護職員 一般 ¥171,000 ～ ¥205,000 18歳以上 千歳市
介護福祉士　必須
※求人票参照

不問

6月19日 01250-2876401 介護職員 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 18歳以上 千歳市 不問 不問

6月12日 01250-2908701 交通誘導員 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 18歳以上 千歳市
普通運転自動車免許　　必須
※求人票参照

不問

6月12日 01250-2907401 医療事務員 一般 ¥135,500 ～ ¥175,500 不問 恵庭市 不問 医療事務又は介護事務経験
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6月12日 01250-2905901 介護職員 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 18歳以上 千歳市 不問 不問

6月12日 01250-2892101 工場事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 不問 千歳市 不問 不問

6月12日 01250-2889501 販売・調理補助スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,050 不問 千歳市 不問 不問

6月12日 01250-2888201 販売スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,050 不問 千歳市 不問 不問

6月12日 01250-2877701 介護職員 一般 ¥171,000 ～ ¥205,000 18歳以上 千歳市
介護福祉士　必須
※求人票参照

不問

6月12日 01250-2777601 製造スタッフ 一般 ¥173,000 ～ ¥290,000 59歳以下 恵庭市
普通運転自動車免許（AT限定不可）　必須
※求人票参照

未経験の方でも2～3年で一通りの
スキルを身につけ活躍できます。

6月12日 13070-35395101
カルディコーヒーファームでの
販売

一般 ¥212,500 ～ ¥280,000 20歳～44歳 千歳市 不問 不問

6月5日 13070-35395101
カルディコーヒーファームでの
販売

一般 ¥212,500 ～ ¥280,000 20歳～44歳 千歳市 不問 不問

6月5日 01250-2591601 事務職(原価管理・会計) 一般 ¥207,600 ～ ¥267,700 不問 恵庭市 普通運転自動車免許あれば尚可※求人票参照 簿記2級程度の知識

6月5日 01250-2586101 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市 不問 不問

6月5日 01240-9647301 子育て支援員 一般 ¥155,000 ～ ¥168,000 64歳以下 千歳市 不問 不問

6月5日 01250-2556201 事務局スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

6月5日 01250-2547801 経理事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市 不問 不問

6月5日 01250-2546701 医療事務員(病棟クラーク) 一般 ¥157,000 ～ ¥311,000 18歳以上 恵庭市 不問 医療事務経験者(入院事務経験あれば尚可)

6月5日 01250-2539201 配車・管理事務員 一般 ¥170,510 ～ ¥265,000 不問 千歳市 不問 配車業務経験

6月5日 01250-2538801 食品(たれ類)製造業務 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市 不問 食品工場経験

6月5日 01190-4426801 販売員 一般 ¥161,100 ～ ¥161,100 不問 千歳市 不問 不問

6月5日 13010-49515601 保険アドバイザー(窓口業務) 一般 ¥230,000 ～ ¥300,000 39歳以下 恵庭市 不問 不問

6月5日 01250-2532301 介護員 一般 ¥158,000 ～ ¥188,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

6月5日 01250-2530501 医療事務スタッフ パート ¥880 ～ ¥1,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須、医療事務資格あれば尚可※求人票参照 不問

5月29日 01250-2538801 食品(たれ類)製造業務 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市 不問 食品工場経験

5月29日 01190-4426801 販売員 一般 ¥161,100 ～ ¥161,100 不問 千歳市 不問 不問
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5月29日 13010-49515601 保険アドバイザー(窓口業務) 一般 ¥230,000 ～ ¥300,000 39歳以下 恵庭市 不問 不問

5月29日 01250-2532301 介護員 一般 ¥158,000 ～ ¥188,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

5月29日 01250-2530501 医療事務スタッフ パート ¥880 ～ ¥1,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須、医療事務資格あれば尚可※求人票参照 不問

5月29日 01250-2528401 一般事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市 不問 不問

5月29日 01250-2511701 介護職員 パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 千歳市 介護福祉士あれば尚可※求人票参照 不問

5月29日 01250-2508301 野菜加工作業員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

5月29日 01250-2524301 一般事務 一般 ¥156,000 ～ ¥164,000 45歳以下 千歳市 不問 不問

5月29日 01250-2502401
食品(たれ類)の品質・製造・出
荷管理、商品開発等

一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市 不問 食品の規格書作成・品質管理・商品開発の経験

5月29日 01250-2500901 ディサービスにおける介護業務 パート ¥1,000 ～ ¥1,400 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須、介護福祉士必須※求人票参照 不問

5月29日 01250-2495501 経理事務員 一般 ¥158,200 ～ ¥190,600 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須、日商簿記3級必須※求人票参照 経理事務経験

5月29日 01250-2494201 美容アシスタント(資格無) 一般 ¥145,000 ～ ¥160,000 不問 恵庭市 不問 不問

5月29日 01250-2489301 歯科助手 一般 ¥180,000 ～ ¥260,000 不問 千歳市 不問 不問

5月29日 01250-2480601 一般事務及び販売スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 恵庭市 普通運転自動車免許必須(AT限定不可)※求人票参照 不問

5月29日 01250-2478201 事務補助員 パート ¥898 ～ ¥953 不問 千歳市 不問 不問

5月22日 01250-2500901 ディサービスにおける介護業務 パート ¥1,000 ～ ¥1,400 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須、介護福祉士必須※求人票参照 不問

5月22日 01250-2495501 経理事務員 一般 ¥158,200 ～ ¥190,600 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須、日商簿記3級必須※求人票参照 経理事務経験

5月22日 01250-2494201 美容アシスタント(資格無) 一般 ¥145,000 ～ ¥160,000 不問 恵庭市 不問 不問

5月22日 01250-2489301 歯科助手 一般 ¥180,000 ～ ¥260,000 不問 千歳市 不問 不問

5月22日 01250-2480601 一般事務及び販売スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥220,000 不問 恵庭市 普通運転自動車免許必須(AT限定不可)※求人票参照 不問

5月22日 01250-2474101 グループホーム介護職員 一般 ¥155,000 ～ ¥155,000 18歳以上 恵庭市 不問 不問

5月15日 01250-2458401 生活支援員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 恵庭市 不問 不問

5月15日 01250-2447601 介護職員 一般 ¥149,500 ～ ¥150,000 18歳以上 恵庭市
普通運転自動車免許あれば尚可、介護福祉士あれば尚可※求
人票参照

不問
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5月15日 01250-2442801 内勤コーディネーター 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

5月15日 01250-2438301 事務職員 一般 ¥155,400 ～ ¥195,900 45歳以下 千歳市 不問 情報技術者としての知識を有している方

5月15日 01250-2433701
マーク加工ネーム刺繡・一般事
務

パート ¥861 ～ ¥1,000 不問 恵庭市 不問 ミシン操作

5月15日 01250-2467701 清掃員 パート ¥861 ～ ¥900 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

5月15日 01250-2459701 一般事務員 パート ¥861 ～ ¥861 不問 恵庭市 不問 不問

5月8日 01250-2282801 一般事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

5月8日 01250-2167901 保育補助業務 パート ¥1,036 ～ ¥1,036 18歳以上 恵庭市 不問 不問

5月8日 01250-2165301 医療事務員 パート ¥900 ～ ¥950 不問 千歳市 医療事務資格あれば尚可※求人票参照
医療事務経験はあるが資格をお持ちでな
い、医療事務資格はあるが経験のない方
どちらの方もご応募ください

5月1日 02020-5477914 ITサービス 一般 ¥164,500 ～ ¥271,500 35歳以下 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

4月23日 01240-7745701 店内業務員・店長候補 一般 ¥203,000 ～ ¥242,000 40歳以下 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

4月23日 28010-10559701 食品スーパー店長候補 一般 ¥203,000 ～ ¥273,000 18歳～59歳千歳市 不問 小売業の経験者優遇

4月23日 28010-10549101 食品スーパー店舗スタッフ 一般 ¥172,000 ～ ¥273,000 18歳～59歳恵庭市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 小売業の経験者優遇（食品スーパー以外でも）

4月23日 01250-2117101 ホールスタッフ パート ¥861 ～ ¥861 不問 千歳市 不問 不問

4月23日 01250-2114301 酪農一般業務 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市 不問 不問

4月23日 01250-2102801 医療事務作業補助 一般 ¥151,500 ～ ¥188,000 不問 恵庭市
ドクターズクラーク（医師事務作業補助技能認定）あれば尚可
※求人票参照

医師事務作業補助

4月23日 01250-2100401 トラックドライバー補助 一般 ¥144,648 ～ ¥151,200 不問 恵庭市 不問 不問

4月17日 01250-2075501 事務職員 一般 ¥178,186 ～ ¥178,186 不問 千歳市 普通運転自動車免許あれば尚可※求人票参照 不問

4月17日 01250-2072701 保育補助者 パート ¥1,050 ～ ¥1,050 不問 千歳市 不問 不問

4月17日 01250-2071401 一般事務員 一般 ¥195,000 ～ ¥195,000 不問 恵庭市 不問 不問

4月17日 01250-2064701 フロント受付スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥300,000 不問 千歳市、恵庭市 普通運転自動車免許あれば尚可※求人票参照 不問

4月17日 01250-2059501 事務員 一般 ¥172,480 ～ ¥172,480 44歳以下 恵庭市 不問 不問

4月17日 01250-2054101 介護職員 一般 ¥140,800 ～ ¥140,800 不問 恵庭市 不問 不問
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4月17日 01250-2053901 介護職員 一般 ¥158,500 ～ ¥245,500 18歳以上 恵庭市 介護福祉士必須※求人票参照 不問

4月17日 01070-1927101 事務員 一般 ¥152,980 ～ ¥220,000 40歳以下 恵庭市 不問 不問

4月10日 01250-2037101 食肉・加工製造員 一般 ¥139,200 ～ ¥139,200 不問 恵庭市 不問 不問

4月10日 01250-2029101 清掃員 一般 ¥144,648 ～ ¥151,200 不問 千歳市 不問 不問

4月10日 01250-2010901 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥170,000 45歳以下 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

4月10日 01250-2009001 歯科助手 パート ¥1,000 ～ ¥1,200 不問 恵庭市 不問 歯科医院勤務経験者

4月10日 01250-2005701 経理・総務事務員 一般 ¥181,500 ～ ¥198,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 経理・金融経理経験

4月10日 01250-1986901 軽作業スタッフ 一般 ¥144,000 ～ ¥144,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

4月10日 01250-1977601 介護員 一般 ¥153,000 ～ ¥170,000 59歳以下 千歳市 不問
実務経験2年以上(内科での経験必須)、レ
セプト業務経験者(医科)、(透析事務経験あ
れば尚可)

4月10日 01250-1953101 介護員 一般 ¥149,240 ～ ¥185,000 18歳以上 恵庭市
普通運転自動車免許必須(AT限定不可)、介護職員初任者研修
修了者必須※求人票参照

介護経験あれば尚可

4月10日 01250-1950301 営業業務スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 パソコン操作

4月10日 01250-1880901 ケアアシスト パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

4月10日 01050-1828101 ホテル清掃スタッフ パート ¥865 ～ ¥865 不問 千歳市 不問 不問

4月2日 13040-38676101 販売 パート ¥937 ～ ¥937 59歳以下 千歳市 不問 不問

4月2日 13040-38676101 販売 一般 ¥178,500 ～ ¥178,500 59歳以下 千歳市 不問 不問

4月2日 01250-1792901 リハビリ助手 パート ¥865 ～ ¥865 不問 恵庭市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

4月2日 01250-1787401 食品の仕入れ販売スタッフ 一般 ¥210,060 ～ ¥317,680 不問 恵庭市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 スーパー等で水産物の販売及び仕入れ経験者

4月2日 01250-1767301 空港内清掃 一般 ¥180,000 ～ ¥190,000 45歳以下 千歳市 不問 不問

4月2日 01250-1766001 調理補助スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 不問 不問

4月2日 01250-1738801 調理スタッフ 一般 ¥175,000 ～ ¥188,000 不問 千歳市 調理師あれば尚可 不問

4月2日 01250-1720801 職業指導員 パート ¥880 ～ ¥960 不問 恵庭市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

4月2日 01250-1717601 軽作業スタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問
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4月2日 01250-1690101 製造スタッフ 一般 ¥173,000 ～ ¥290,000 59歳以下 恵庭市 普通運転自動車免許（AT限定不可）必須※求人票参照
未経験の方でも2～3年で一通りの
スキルを身につけ活躍できます。

4月2日 01190-2871301 ホール及び調理補助員 パート ¥861 ～ ¥900 59歳以下 千歳市 不問 不問

4月2日 01190-2864901 ホール/キッチンスタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥240,000 不問 千歳市 普通運転自動車免許必須※求人票参照 不問

4月2日 01250-1687501 医療事務及び看護助手 パート ¥880 ～ ¥930 不問 恵庭市 不問 不問

4月2日 01250-1686201 医療事務及び看護助手 一般 ¥156,800 ～ ¥202,650 不問 恵庭市 不問 経験/医療事務経験
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50ｍ以上泳げる方、（スイミングインストラクター経験あれば尚可）
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