
提供：ハローワーク千歳 平成30年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

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

10月18日 28040-16948581 運転作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 18歳～59歳 千歳市 不問 不問

10月18日 01250-5974981 事務職 一般 ¥140,280 ～ ¥140,280 不問 千歳市 不問 不問

10月18日 01250-5973681 食品製造スタッフ 一般 ¥145,800 ～ ¥150,750 不問 恵庭市 不問 不問

10月18日 01250-5965981 総務・経理事務員 一般 ¥143,000 ～ ¥148,000 不問 恵庭市 不問
パソコン操作（ワード・エクセル）
経理事務経験者尚可

10月18日 01250-5962081 警備員 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 18歳以上 千歳市 普通自動車免許 不問

10月18日 01240-21712881 店舗スタッフ 一般 ¥211,500 ～ ¥251,500 59歳以下 千歳市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01190-9718781 工場内清掃 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

10月18日 40010-80743181 保安検査業務 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 18歳以上 千歳市 不問 不問

10月18日 01250-5957981 軽作業スタッフ 一般 ¥185,000 ～ ¥185,000 不問 千歳市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01250-5949981 調理スタッフ 一般 ¥175,000 ～ ¥188,000 不問 千歳市 不問 不問

10月18日 01250-5948681 保育園事務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 恵庭市 不問 不問

10月18日 01250-5944281 賃貸物件管理スタッフ 一般 ¥178,000 ～ ¥239,000 不問 千歳市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01250-5943881 家賃入力スタッフ 一般 ¥172,000 ～ ¥214,000 不問 千歳市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01250-5940581 一般事務員 パート ¥920 ～ ¥920 不問 千歳市 普通自動車免許（AT限定可） 事務経験者

10月18日 01250-5939381 キッチン用品販売スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 千歳市 不問 不問

10月18日 14070-7529481 メガネの販売員 一般 ¥150,000 ～ ¥300,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

10月18日 01250-5931981 経理事務スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥180,000 不問 千歳市 簿記3級以上 経理経験者

10月18日 01250-5930681 乳製品営業員 一般 ¥190,000 ～ ¥280,000 不問 千歳市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01250-5926781 介護従事者 一般 ¥142,700 ～ ¥150,800 18歳～59歳 千歳市 不問 不問

10月18日 01250-5924581 介護従事者 一般 ¥142,700 ～ ¥150,800 18歳～59歳 千歳市 不問 不問

10月18日 01250-5923981 技能職員 一般 ¥162,500 ～ ¥226,100 18歳～40歳 千歳市 不問 不問
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10月18日 01010-40104581 食器洗浄業務 パート ¥835 ～ ¥960 不問 恵庭市 不問 不問

10月18日 01190-9722381 介護職員 一般 ¥159,400 ～ ¥186,200 18歳～65歳 苫小牧市 ヘルパー2級以上 不問

10月18日 01010-40894681 婦人服販売員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 婦人服販売経験者

10月18日 01230-21153781 店舗スタッフ パート ¥880 ～ ¥900 18歳以上 苫小牧市 不問 実務経験あれば尚可

10月18日 01190-9690081 製造作業員 一般 ¥157,500 ～ ¥168,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01190-9682181 営業員 一般 ¥250,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01190-9678981 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 経理経験3年以上

10月18日 01190-9677681 製本部員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01190-9676381 製本部員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01070-5568881 介護職員 一般 ¥164,000 ～ ¥220,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01010-40759581 介護職員 一般 ¥144,000 ～ ¥155,000 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01190-9663781 倉庫内作業スタッフ 一般 ¥178,500 ～ ¥178,500 18歳以上 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01100-6747781 ハウスエージェント 一般 ¥180,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可・通勤、業務に使
用）

パソコン操作

10月18日 01190-9641081 リサイクル処理スタッフ 一般 ¥174,000 ～ ¥270,000 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月18日 01190-9631181 水産加工場スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 40歳以下 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
大型自動車免許あれば尚可

不問

10月18日 01190-9627981 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 一般事務経験・パソコン操作経験者

10月18日 01190-9609381 配送員 一般 ¥190,000 ～ ¥220,000 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

10月18日 01230-20822381 技術職 一般 ¥180,000 ～ ¥291,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01230-20821081 営業職 一般 ¥180,000 ～ ¥291,000 44歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01190-9582981 一般事務員 一般 ¥159,600 ～ ¥178,400 59歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン操作経験（定型フォームの入力経験）

10月18日 01020-15377981 エリア限定正社員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 18歳以上 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可）必須 不問

10月18日 01110-4839881 コンビニエンスストア定員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 18歳以上 岩見沢市 不問 不問
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10月18日 01110-4830281 通販受付事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 岩見沢市 不問 不問

10月18日 01020-15405081 エリア限定正社員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 岩見沢市 普通自動車免許（AT限定可）必須 不問

10月18日 01010-40707981 訪問介護員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 64歳以下 夕張市

介護職員初任者研修（ホームヘルパー2級）以
上
介護福祉士・普通自動車免許（ＡＴ限定可・ペー
パードライバー不可）

不問

10月18日 01251-1253981 介護員 パート ¥910 ～ ¥950 不問 夕張市 普通自動車免許 不問

10月18日 01251-1165681 支援員 一般 ¥201,500 ～ ¥225,500 45歳以下 夕張市 介護福祉士 不問

10月18日 01251-1163081 営業職 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月18日 01251-1120181 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通自動車免許（通勤用） 不問

10月18日 01251-1057281 介護職員 一般 ¥147,900 ～ ¥269,200 不問 夕張市 介護福祉士 不問

10月18日 01251-1050381 経理事務員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 経理経験5年以上・工場原価の実務経験者尚可

10月18日 01250-4722081 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通自動車免許（通勤用） 不問

10月18日 01251-948281 施設介護職員 一般 ¥179,200 ～ ¥205,818 18歳以上 夕張市 介護福祉士 不問

10月18日 01251-945481 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通自動車免許 不問

10月18日 01251-938481 産地指導員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業関連の知識のある方

10月18日 01251-1207781 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 40歳以下 由仁町 普通自動車免許 不問

10月18日 01251-1149681 一般事務員 パート ¥835 ～ ¥1,000 不問 由仁町 普通自動車免許 事務経験2年以上

10月18日 01251-1125581 現場作業員 一般 ¥140,250 ～ ¥148,500 不問 由仁町 普通自動車免許 不問

10月18日 01251-1102281 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 由仁町 不問 不問

10月12日 01251-1242181 介護職員 一般 ¥179,200 ～ ¥220,000 18歳以上 栗山町 介護福祉士 不問

10月12日 01251-1241281 ペットフード梱包作業員 一般 ¥100,980 ～ ¥100,980 不問 栗山町 不問 不問

10月12日 01251-1236381 製造補佐 パート ¥900 ～ ¥900 不問 栗山町 不問 不問

10月12日 01251-1198681
デイサービスセンター介護
スタッフ

パート ¥835 ～ ¥835 不問 栗山町 不問 不問

10月12日 01251-1197381 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 栗山町 ヘルパー2級以上 普通自動車免許 不問
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10月12日 01251-1154181 事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 栗山町 普通自動車免許 実務経験者

10月12日 01251-1153281 事務員(一般事務) 一般 ¥140,000 ～ ¥190,000 40歳以下 栗山町 普通自動車免許 パソコン操作(エクセル基本)

10月12日 01251-1095481
デイサービスセンター介護
職員

パート ¥835 ～ ¥835 不問 栗山町 普通自動車免許 不問

10月12日 01251-1084381
認知症対応型共同生活介
護

一般 ¥163,000 ～ ¥230,000 18歳以上 栗山町 不問 不問

10月12日 01251-1082181 請負業務管理社員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 栗山町 不問 不問

10月12日 01251-1035981 配送 一般 ¥148,500 ～ ¥168,960 不問 栗山町 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

10月12日 01251-1013881 一般事務員、経理事務員 一般 ¥151,200 ～ ¥171,200 不問 栗山町 普通自動車免許（できればMT免許） パソコン操作(ワード・エクセル)可能な方

10月12日 01251-929581 生花店スタッフ パート ¥860 ～ ¥860 不問 栗山町 普通自動車免許 不問

10月12日 01251-1163081 営業職 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月12日 01251-1065281
認知症対応型共同生活介
護

パート ¥835 ～ ¥835 不問 夕張市 不問 不問

10月12日 01251-1057281 介護職員 一般 ¥147,900 ～ ¥269,200 不問 夕張市 介護福祉士 不問

10月12日 01250-4722081 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通自動車免許(通勤用) 不問

10月12日 01251-1253981 介護員 パート ¥910 ～ ¥950 不問 夕張市 普通自動車免許 不問

10月12日 01251-1251381
施設介護職員(グループ
ホーム)

一般 ¥165,000 ～ ¥210,000 18歳～40歳 夕張市 普通自動車免許（AT限定可） 介護福祉士あれば尚可 不問

10月12日 01251-948281 施設介護職員 一般 ¥179,200 ～ ¥205,818 18歳以上 夕張市 介護福祉士 不問

10月12日 01251-1207781 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 49歳以下 由仁町 普通自動車免許 不問

10月12日 01251-1149681 一般事務 パート ¥835 ～ ¥1,000 不問 由仁町 普通自動車免許 事務経験2年以上

10月12日 01251-1221581
介護従事者認知省対応型
共同生活介護

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 18歳以上 長沼町 不問 不問

10月12日 01251-1109481 施設清掃スタッフ パート ¥835 ～ ¥835 不問 長沼町 不問 不問

10月12日 01251-1011481 一般事務 一般 ¥184,400 ～ ¥189,400 不問 長沼町 普通自動車免許 パソコン操作可能な方(ワードエクセルを使用)

10月12日 01240-21206881 配達スタッフ パート ¥840 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許 不問

10月12日 01190-9556681 ホールスタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許(通勤用) 不問
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10月12日 01190-9554081 店舗業務 一般 ¥145,000 ～ ¥220,000 不問 安平町 普通自動車免許 不問

10月12日 01190-9536281 介護福祉士 一般 ¥156,700 ～ ¥156,700 59歳以下 苫小牧市 介護福祉士 不問

10月12日 01190-9535881 介護福祉士 一般 ¥164,200 ～ ¥164,200 18歳～59歳 苫小牧市 介護福祉士 不問

10月12日 01190-9514381 企業福利厚生プランナー 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許 不問

10月12日 01190-9511281 一般事務員 一般 ¥172,000 ～ ¥182,000 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験(事務経験あれば尚可)

10月12日 01190-9502881 一般事務 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 事務経験

10月12日 01190-9496481 デイサービス介護スタッフ パート ¥850 ～ ¥900 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可）
介護職員初任者研修又は
ホームヘルパー２級あれば尚
可

不問

10月12日 01110-4813881 業務員 一般 ¥156,400 ～ ¥180,000 64歳以下 岩見沢市 不問 不問

10月12日 01110-4812781
厨房及び配達・配膳業務
員

一般 ¥165,600 ～ ¥180,000 64歳以下 岩見沢市 普通自動車免許（AT限定不可） 調理師免許あれば尚可 不問

10月12日 01110-4782981 介護職員 一般 ¥166,000 ～ ¥180,000 18歳～64歳 岩見沢市 不問 不問

10月12日 15070-10152581 店舗販売職 一般 ¥163,000 ～ ¥172,000 59歳以下 岩見沢市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月12日 25010-10038181
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

10月12日 13080-86195581
フードコートサービススタッ
フ

一般 ¥190,000 ～ ¥210,000 不問 千歳市 不問 不問

10月12日 01250-5906381 介護職員 一般 ¥144,500 ～ ¥150,000 18歳以上 恵庭市 不問 不問

10月12日 07030-7651481
販売(雑貨)　【パティズ恵み
の店】

一般 ¥146,987 ～ ¥184,156 不問 恵庭市 不問 不問

10月12日 13040-20411182
COACHバッグ・洋服等の
販売

一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 59歳以下 千歳市 不問 アパレル業界での接客販売経験者

10月12日 01250-5858081 ガラス製品製造工 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 不問 恵庭市 不問 不問

10月12日 01250-5849181
恵庭商工会議所共済・福
祉制度推進スタッフ

一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 恵庭市 不問 不問

10月12日 01250-5848281
千歳商工会議所共済・福
祉制度推進スタッフ

一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 千歳市 不問 不問

10月4日 31020-16034281 セキュリティスタッフ 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 18歳～64歳 千歳市 普通自動車運転免許(通勤用) 不問

10月4日 14090-13794681 航空保安警備業務 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 18歳～64歳 千歳市 不問 不問

10月4日 03010-23980981 航空保安検査員 一般 ¥190,000 ～ ¥190,000 18歳～44歳 千歳市 不問 不問
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10月4日 01250-5826381 営業スタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 千歳市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月4日 01250-5815281 リハビリ助手 一般 ¥140,000 ～ ¥215,000 不問 千歳市 不問 不問

10月4日 01250-5814881 介護職員（トレーナー） 一般 ¥170,000 ～ ¥247,000 45歳以下 恵庭市 普通自動車運転免許 不問

10月4日 01250-5813781 住宅営業員（新増改築） 一般 ¥180,000 ～ ¥420,000 不問 千歳市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月4日 01250-5613181 電話・配車オペレーター 一般 ¥146,200 ～ ¥146,200 不問 恵庭市 不問 不問

10月4日 01010-37699981 食事処・レストランスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 不問 千歳市 不問 不問

10月4日 01010-37695181 清掃スタッフ パート ¥840 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

10月4日 01010-37666981 厨房業務補助 パート ¥840 ～ ¥950 不問 千歳市 不問 不問

10月4日 01250-5444081 賃貸営業事務 一般 ¥188,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市
普通自動車免許（AT限定可）
宅建免許あれば尚可

不問

10月4日 01250-5443181 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市
普通自動車免許（AT限定可）
工業簿記・建設業経理事務士資格所持者尚可

不問

10月4日 01250-5438681 ナイトフロントスタッフ 一般 ¥149,600 ～ ¥189,750 18歳以上 千歳市 不問 不問

10月4日 01250-5432781 一般経理事務員 一般 ¥202,950 ～ ¥207,950 不問 千歳市 普通自動車免許（AT限定可） パソコン基本的操作ができる方

10月4日 01190-9473181 鮮魚販売員 一般 ¥230,000 ～ ¥230,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月4日 34050-22675881 一般事務員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 パソコン入力

10月4日 01190-9437581 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 64歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月4日 01190-9436981 訪問介護スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,500 不問 苫小牧市
普通自動車免許（AT限定可）
ヘルパー2級以上

不問

10月4日 01190-9262881 看護助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

10月4日 01020-14137381 給油スタッフ パート ¥835 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

10月4日 01190-9429581 一般事務 一般 ¥177,000 ～ ¥194,000 39歳以下 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月4日 01190-8763381 生花販売員 パート ¥835 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

10月4日 01190-8762081 店内スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 不問 不問

10月4日 01100-6098181 お部屋のアシスタント 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 不問
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10月4日 01020-14135181 給油スタッフ パート ¥835 ～ ¥950 不問 岩見沢市 不問 不問

10月4日 01110-4437781 ラーメン店員（副店長） 一般 ¥180,000 ～ ¥201,000 不問 岩見沢市 不問 不問

10月4日 01110-4428781 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 59歳以下 岩見沢市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月4日 01110-4427481 福祉用具専門相談員 一般 ¥177,000 ～ ¥267,000 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

10月4日 01010-37079681 小売店販売員 一般 ¥145,824 ～ ¥145,824 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

10月4日 01251-1240881 道路パトロール 一般 ¥91,000 ～ ¥104,000 不問 夕張市 普通自動車運転免許 不問

10月4日 01251-1163081 営業職 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

10月4日 01251-1120181 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通自動車運転免許(通勤用) 不問

10月4日 01251-1057281 介護職員 一般 ¥147,900 ～ ¥269,200 不問 夕張市 介護福祉士 不問

10月4日 01251-1050381 経理事務員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 経理経験5年以上・工場原価の実務経験者尚可

10月4日 01250-4722081 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通自動車運転免許(通勤用) 不問

10月4日 01251-947881 介護職員（夜勤あり） 一般 ¥202,600 ～ ¥202,600 18歳以上 夕張市
介護職員初任者研修修了者
（ホームヘルパー2級）以上
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

不問

10月4日 01251-945481 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通自動車運転免許 不問

10月4日 01251-1207781 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 40歳以下 由仁町 普通自動車運転免許 不問

10月4日 01251-1149681 一般事務員 パート ¥835 ～ ¥1,000 不問 由仁町 普通自動車運転免許 事務経験2年以上

10月4日 01251-1125581 現場作業員 一般 ¥140,250 ～ ¥148,500 不問 由仁町 普通自動車運転免許 不問

10月4日 01251-1102281 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 由仁町 不問 不問

10月4日 01251-1029481 製造リーダー（候補者） 一般 ¥210,000 ～ ¥310,000 59歳以下 由仁町 普通自動車免許（AT限定可） 製造メーカーでの加工作業又は検査経験者

9月28日 01010-37079681 小売店販売員 一般 ¥145,824 ～ ¥145,824 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

9月28日 01110-4397581 道路管理維持業務 一般 ¥220,800 ～ ¥250,940 59歳以下 岩見沢市 普通自動車免許（AT限定可） 不問

9月28日 01251-1120181 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通自動車運転免許(通勤用) 不問

9月28日 01251-1065281
認知症対応型共同生活介
護

パート ¥835 ～ ¥835 不問 夕張市 不問 不問
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9月28日 01251-1055781 溶接工 一般 ¥163,000 ～ ¥220,000 不問 夕張市 普通自動車免許（AT限定不可） 不問

9月28日 01251-1050381 経理事務員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 経理経験5年以上・工場原価の実務経験者尚可

9月28日 01250-4722081 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通自動車運転免許(通勤用) 不問

9月28日 01251-926381 介護スタッフ パート ¥835 ～ ¥835 不問 夕張市 不問 不問

9月28日 01010-28397181 訪問介護員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 64歳以下 夕張市

介護職員初任者研修（ホームヘルパー2級）以
上
介護福祉士・普通自動車免許（ＡＴ限定可・ペー
パードライバー不可）

不問

9月28日 01251-810181 施設介護職員 一般 ¥155,000 ～ ¥200,000 18歳～40歳 夕張市
【必須】普通自動車免許（AT限定可）【あれば尚
可】
介護福祉士（有資格者には資格手当有り）

不問

9月28日 01251-1149681 一般事務員 パート ¥835 ～ ¥1,000 不問 由仁町 普通自動車運転免許 事務経験2年以上

9月28日 01251-1125581 現場作業員 一般 ¥140,250 ～ ¥148,500 不問 由仁町 普通自動車運転免許 不問

9月28日 01251-843281 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 40歳以下 由仁町 普通自動車運転免許 不問

9月28日 01251-115581 現場作業員 一般 ¥140,250 ～ ¥148,500 不問
由仁町
栗山町
長沼町

普通自動車運転免許 不問

9月28日 01251-1011481 一般事務 一般 ¥184,400 ～ ¥189,400 不問 長沼町 普通自動車運転免許 パソコン操作可能な方(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙを使用）

9月28日 01251-998881 看護助手 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 不問 長沼町 不問 不問

9月28日 01251-884281 介護従事者 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 18歳以上 長沼町 不問 不問

9月28日 01251-1154181 事務員 一般 ¥170,000 ～ ¥250,000 不問 栗山町 普通自動車運転免許 実務経験者

9月28日 01251-1153281 事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥190,000 40歳以下 栗山町 普通自動車運転免許 パソコン操作(ｴｸｾﾙ基本）

9月28日 01251-1148381 生活相談員 一般 ¥147,000 ～ ¥195,000 不問 栗山町
２級ヘルパー
介護職員初任者研修修了者以上

不問

9月28日 01251-1095481
デイサービスセンター介護
者

パート ¥810 ～ ¥830 不問 栗山町 普通自動車運転免許 不問

9月28日 01251-1084381
認知症対応型共同生活介
護

一般 ¥163,000 ～ ¥230,000 18歳以上 栗山町 不問 不問

9月28日 01251-1082181 請負業務管理社員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 栗山町 不問 不問

9月28日 01251-1035981 配送 一般 ¥148,500 ～ ¥168,960 不問 栗山町
普通自動車運転免許（MT車）
※MT車運転の為AT限定免許不可

不問

9月28日 01251-1013881 一般事務員、経理事務員 一般 ¥151,200 ～ ¥171,200 不問 栗山町
普通自動車運転免許（できればMT免許）
運転免許更新時にｺﾞｰﾙﾄﾞ免許取得者には
５万円の報酬有

PC操作(Word・Excel入力）可能な方

9月28日 01251-1005881 工場作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 栗山町 普通自動車運転免許 不問
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9月28日 01251-975381 歯科受付兼助手 一般 ¥165,000 ～ ¥195,000 不問 栗山町 不問 不問

9月28日 01251-929581
生花スタッフ(配送・花の
下処理・販売等）

パート ¥840 ～ ¥840 不問 栗山町 普通自動車運転免許 不問

9月28日 01251-928981
栗山公園管理・動物園管
理
作業スタッフ

パート ¥870 ～ ¥870 不問 栗山町 普通自動車運転免許 不問

9月28日 01010-30078981 介護職員 一般 ¥144,000 ～ ¥195,000 64歳以下 栗山町 不問 不問

9月28日 01251-908181 設計・製造 一般 ¥160,000 ～ ¥190,000 40歳以下 栗山町 普通自動車運転免許 不問

9月28日 01010-27763881 訪問介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥210,000 64歳以下 栗山町
ホームヘルパー2級以上
普通自動車免許(AT限定可）

不問

9月28日 01251-887381
デイサービスセンター
介護スタッフ

パート ¥815 ～ ¥830 不問 栗山町 不問 不問

9月28日 01190-6555981 店舗運営スタッフ 一般 ¥184,800 ～ ¥184,800 18歳以上 栗山町 普通自動車免許(AT限定可） 不問

9月28日 01020-10457181 コース管理作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 栗山町 普通自動車運転免許 不問

9月28日 01020-10456281 グリーンキーパー 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 不問 栗山町 普通自動車運転免許 不問

9月28日 01020-10448281 フロント事務 一般 ¥190,000 ～ ¥210,000 不問 栗山町 不問 不問

9月28日 01020-10447881 フロントマネージャー 一般 ¥210,000 ～ ¥230,000 不問 栗山町 不問 不問

9月28日 01251-851281 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 栗山町
ホームヘルパー2級以上
普通自動車免許

不問

9月28日 01251-835281 営業 一般 ¥173,500 ～ ¥230,000 不問 栗山町
普通自動車運転免許（MT車）
※運転免許更新時にｺﾞｰﾙﾄﾞ免許取得者報
酬有

不問

9月28日 01251-826881 ホームヘルパー 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 栗山町
ホームヘルパー2級以上
普通自動車免許

9月28日 01010-37297981 auショップスタッフ/総合職 一般 ¥175,000 ～ ¥195,000 35歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-8703281 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-8702881 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥270,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-8694981 ガソリンスタンド販売員 一般 ¥156,300 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許
危険物乙4類あれば尚
可

不問

9月28日 01190-8701781 歯科助手 パート ¥900 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-8697781 電話オペレーター 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月28日 01190-8679481 介護職員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 不問 苫小牧市 ヘルパー2級以上 不問
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9月28日 01190-8671881 訪問介護職員 一般 ¥153,000 ～ ¥183,000 不問 苫小牧市 普通自動車免許（AT限定可） 介護職員初任者研修 不問

9月28日 01250-5420681 医療事務員 一般 ¥137,700 ～ ¥153,900 不問 千歳市 不問 不問

9月28日 01250-5417881 食肉加工業務 一般 ¥220,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 不問 不問

9月28日 01190-8726781 ガラス製品組立工 一般 ¥168,446 ～ ¥184,748 不問 恵庭市 普通自動車運転免許(通勤用) 不問

9月28日 01250-5413981 経理事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月28日 01250-5411381 保育補助 一般 ¥102,000 ～ ¥108,000 不問 千歳市 不問 不問

9月28日 01250-5398181 歯科受付・助手 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 千歳市 不問 不問

9月28日 01080-2553281 食肉/食品　外交販売員 一般 ¥194,000 ～ ¥250,000 40歳以下 千歳市 普通運転免許（AT限定不可）
パソコン操作できる方(ワード・エクセ
ル～入力程度)

9月28日 13010-17963282
販売スタッフ（アルバイトス
タッフの管理・育成)

一般 ¥214,810 ～ ¥270,430
18歳～
64歳

千歳市 不問 不問

9月28日 01250-5384981 食品製造スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥260,000 18歳以上 恵庭市 不問 不問

9月28日 01010-36716081 (契)一般事務 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 恵庭市 不問 不問

9月25日 13070-90873981
カルディコーヒーファームで
の販売

一般 ¥212,500 ～ ¥235,000
20歳～
44歳

千歳市 不問 不問

9月25日 01250-5375981 一般及び営業事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥190,000 不問 恵庭市 普通運転免許（AT限定可） パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ）できる方

9月25日 01250-5373381 介護職員 一般 ¥145,600 ～ ¥145,600 18歳以上 恵庭市 不問 不問

9月25日 01010-36549181 店舗運営管理者 一般 ¥260,000 ～ ¥300,000
18歳～
59歳

札幌市
千歳市

不問 不問

9月25日 01250-5365381 一般事務員 一般 ¥175,000 ～ ¥220,000 59歳以下 千歳市 普通運転免許（AT限定可）
パソコン操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙを使って定
方の入力ができること）

9月25日 01250-5362281 医r等事務員 パート ¥880 ～ ¥880 不問 恵庭市 不問 不問

9月25日 01250-5339181 歯科助手 一般 ¥160,000 ～ ¥180,000 不問 恵庭市 不問 不問

9月25日 01250-5332681 受注代行業務スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 恵庭市 不問 不問

9月25日 01250-5317681 製造スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥350,000 不問 千歳市 不問 不問

9月25日 01010-36023081
医療情報システム管理業
務

一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

9月25日 01190-8660581 清掃スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問
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9月25日 01010-36497981 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市
普通運転免許（AT限定可）
(医療事務経験あれば尚可）

パソコン操作可能な方

9月25日 01230-19107881 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

9月25日 01190-8625081 食品製造員 パート ¥835 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

9月25日 01190-8606881 介護職員 一般 ¥135,000 ～ ¥150,000 18歳以上 苫小牧市
介護職員現任研修修了者(旧ﾍﾙﾊﾟｰ2級）、介護
職員実務者研修、介護福祉士のいずれか

不問

9月25日 01190-8605781 調理員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

9月25日 01190-8598581 介護職員（日勤) パート ¥850 ～ ¥920 不問 苫小牧市 不問 不問

9月25日 01190-8596681 清掃員 一般 ¥132,840 ～ ¥132,840 不問 苫小牧市 不問 不問

9月25日 01010-35960981
接客中心の記念写真販売
スタッフ

パート ¥900 ～ ¥900 不問
苫小牧市
千歳市
千歳市

普通運転免許（AT限定可） 不問

9月25日 01070-5002881 事務職 一般 ¥150,000 ～ ¥151,000 不問 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） パソコン操作(データ入力程度）

9月25日 01110-4371581 介護職員 一般 ¥161,300 ～ ¥180,540
18歳～
64歳

岩見沢市 不問 不問

9月25日 01250-4722081 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

9月25日 01251-926381
デイサービスセンター介護
スタッフ

パート ¥815 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

9月25日 01251-843281 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 40歳以下 由仁町 普通運転免許 不問

9月25日 01040-7575781 農産営業 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 59歳以下 由仁町 普通運転免許（AT限定不可） 不問

9月14日 01190-8573481 不動産営業 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月14日 01250-5280781 営業事務 一般 ¥182,000 ～ ¥182,000 39歳以下 千歳市 不問 不問

9月14日 01250-5273881 事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 千歳市 不問
パソコン(ﾜｰﾄﾞ/ｴｸｾﾙ)基本操作のでき
る方
(ｴｸｾﾙ関数知識あれば尚可)

9月14日 01010-35212881 訪問介護員 一般 ¥141,000 ～ ¥210,000 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
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

不問

9月14日 01250-5263481 学習塾講師 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

9月14日 01250-5260681 障害福祉サービス パート ¥850 ～ ¥850 不問
恵庭市
千歳市

普通運転免許（AT限定可） 不問

9月14日 01250-5255481 事務職 一般 ¥182,000 ～ ¥182,000 35歳以下 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月14日 01250-5239581 事務職 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 59歳以下 千歳市 普通運転免許（AT不可） パソコン基本操作(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ)できる方
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9月14日 08020-5908681 事務職員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 恵庭市 不問 不問

9月14日 01250-5175481 歯科助手・受付 一般 ¥145,000 ～ ¥165,000 不問 恵庭市 不問 不問

9月14日 01250-5007181 配車係及び事務補助員 一般 ¥149,640 ～ ¥149,640 不問 恵庭市 不問 不問

9月14日 01230-17779381 調理及び調理補助業務 一般 ¥216,000 ～ ¥226,641 59歳以下
札幌市
千歳市

不問 不問

9月14日 01010-33816781 指導員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

9月14日 01250-4884281 院内助手業務 パート ¥850 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

9月14日 1250-4882781 営業社員 一般 ¥245,000 ～ ¥265,000 不問 千歳市 普通自動車運転免許 不問

9月14日 01230-17653781 空港ラウンジスタッフ パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

9月14日 01010-33699881 医事業務(外来受付） 一般 ¥124,620 ～ ¥132,240 59歳以下 恵庭市 不問 不問

9月14日 01110-4003681 スポーツインストラクター 一般 ¥150,000 ～ ¥205,000 44歳以下 千歳市 不問 不問

9月14日 01230-18751881 子供服の販売員 一般 ¥110,220 ～ ¥176,000 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-8580581 歯科助手 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-8547681 SPDセンター助手 一般 ¥138,593 ～ ¥138,593 不問 苫小牧市 不問 パソコン基本操作(ｴｸｾﾙ･ﾜｰﾄﾞ)可能な方

9月14日 01190-8546381 総合職事務員 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

9月14日 01190-8537081 介護職 一般 ¥146,900 ～ ¥198,500
18歳～
59歳

苫小牧市 普通自動車運転免許(通勤用) 不問

9月14日 01190-8530981 調理員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-8526881 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 59歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 事務経験、パソコン操作経験

9月14日 01190-8482681 食品製造員 一般 ¥124,833 ～ ¥127,075 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01230-17673081 店舗スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01190-7942781 調剤事務 一般 ¥139,000 ～ ¥142,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許（AT限定可） 不問

9月14日 01190-7911281 看護補助 パート ¥810 ～ ¥810 不問 苫小牧市 不問 不問

9月14日 01110-4354981 調理員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩見沢市 不問 不問
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9月14日 01251-1120181 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通自動車運転免許（通勤のため） 不問

9月14日 01250-1065281
認知症対応型共同生活介
護

パート ¥810 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

9月14日 01250-4722081 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 不問 不問

9月14日 01251-1003481 パート介護職員 パート ¥840 ～ ¥900 不問 夕張市
ﾍﾙﾊﾟｰ2級以上、又は介護職員現任研修修了者
又は、
介護福祉士、普通自動車免許（AT限定可）

不問

9月14日 01251-926381
デイサービスセンター介護
スタッフ

パート ¥815 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

9月14日 01010-28381381 訪問介護員 一般 ¥194,040 ～ ¥194,040 不問 夕張市
ホームヘルパー2級/介護職員初任者研修
普通自動車免許（ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲﾊﾞ不可、AT限定
可）

不問

9月14日 01251-812381 支援員 一般 ¥158,820 ～ ¥198,220 18歳以上 夕張市 普通自動車運転免許（通勤） 不問

9月14日 01251-1102281 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 由仁町 不問 不問

9月14日 01040-755781 農産営業 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 59歳以下 由仁町 普通自動車運転免許（AT限定不可） 不問

9月14日 01251-1110281 施設給食調理スタッフ パート ¥830 ～ ¥830 不問 長沼町 不問 不問

9月14日 01251-1109481 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 長沼町 不問 不問

9月14日 01251-1106681 生活支援員 一般 ¥158,800 ～ ¥172,000 不問 長沼町 普通自動車運転免許（必須）、福祉・介護資格あれば尚可 不問

9月14日 01251-1011481 一般事務 一般 ¥184,400 ～ ¥189,400 不問 長沼町 普通自動車運転免許 パソコン操可能な方作(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使用）

9月14日 01251-998881 看護助手 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 不問 長沼町 不問 不問

9月14日 01251-884281
介護従事者　認知症対応
型
共同生活介護

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 18歳以上 長沼町 不問 不問

9月14日 01251-874781 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 長沼町 不問 不問

9月14日 01251-1095481
デイサービスセンター介護
スタッフ

パート ¥810 ～ ¥830 不問 栗山町 普通自動車運転免許 不問

9月14日 01251-1082181 請負業務管理社員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 栗山町 不問 不問

9月14日 01251-1031181 歯科受付・助手 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 栗山町 不問 不問

9月14日 01251-1013881 一般事務員、経理事務員 一般 ¥151,200 ～ ¥171,200 不問 栗山町
普通自動車運転免許(できればMT免許）、運転
免許
更新時ｺﾞｰﾙﾄﾞ免許取得者には5万円の報酬有

PC操作(Word・Excel入力）可能な方

9月14日 01251-975381 歯科受付兼助手 一般 ¥165,000 ～ ¥195,000 不問 栗山町 不問 不問

9月14日 01251-929581
生花スタッフ
(配送・花の下処理・販売
等）

パート ¥840 ～ ¥840 不問 栗山町 普通自動車運転免許 不問
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9月14日 01251-927681 電話受付兼事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 栗山町 普通自動車運転免許 不問

9月14日 01010-30087581 介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥195,000 不問 栗山町 不問 不問

9月14日 01251-895381 ペットフード梱包作業員 一般 ¥95,370 ～ ¥100,980 不問 栗山町 不問 不問

9月14日 01010-27763881 訪問介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥210,000 不問 栗山町
ホームヘルパー2級以上
普通自動車運転免許（AT限定可）

不問

9月14日 01020-10448281 フロント事務 一般 ¥190,000 ～ ¥210,000 不問 栗山町 不問 不問

9月14日 01251-833781 工員 一般 ¥140,000 ～ ¥205,000 不問 栗山町 普通自動車運転免許 不問

9月14日 01251-826881 ホームヘルパー 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 栗山町
普通自動車運転免許
ﾍﾙﾊﾟｰ2級以上

不問

9月3日 01080-2312181 工場管理スタッフ 一般 ¥188,000 ～ ¥250,000 40歳以下 千歳市 普通運転免許（AT限定不可）
パソコン操作できる方
(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ入力程度）

9月3日 01250-4838381 印刷製品運搬・洗浄員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 千歳市 不問 不問

9月3日 01250-4820381 商品管理事務員 一般 ¥142,000 ～ ¥142,000 不問 千歳市 不問 不問

9月3日 01190-786081 看護助手 パート ¥810 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 介護、リハビリの経験

9月3日 01190-7865181 看護助手 一般 ¥146,000 ～ ¥16,600 不問 苫小牧市 不問 不問

9月3日 01010-33096281 工場作業員 一般 ¥161,500 ～ ¥161,500 44歳以下 苫小牧市 不問 不問

9月3日 01190-7830881 看護助手 パート ¥900 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

9月3日 01190-7822881 事務及び営業職 一般 ¥144,000 ～ ¥144,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 自動車運転経験3年以上

9月3日 01010-33191881
食品工場内での食品製造
補助作業員

一般 ¥145,152 ～ ¥148,608 不問 岩見沢 不問 不問

9月3日 01110-3966581 ホール接客業 パート ¥820 ～ ¥820 不問 岩見沢 不問 不問

9月3日 01250-47220841 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

9月3日 01251-1003481 パート介護職員 パート ¥840 ～ ¥900 不問 夕張市
ﾍﾙﾊﾟｰ2級以上、又は介護職員現任研修修了者
又は介護福祉士、普通自動車免許（AT限定可）

不問

9月3日 01251-926381
デイサービスセンター介護
スタッフ

パート ¥815 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

9月3日 01251-810181
施設介護職員
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

一般 ¥155,000 ～ ¥200,000
18歳～
40歳

夕張市
【必須】普通運転免許（AT限定可）【あれば尚
可】
介護福祉士(有資格者には資格手当あり）

不問

9月3日 01251-843281 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 40歳以下 夕張市 普通自動車運転免許 不問
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8月24日 01250-4813681 ホールスタッフ パート ¥830 ～ ¥830 不問 千歳市 不問 不問

8月24日 01240-17634481 ホームヘルパー パート ¥1,060 ～ ¥1,510 64歳以下 千歳市

普通自動車免許・介護職員初任者研修修了
者・
ホームヘルパー2級以上・介護福祉士・介護職
員実務者研修・介護職員基礎研修のいずれか

不問

8月24日 01040-9937281 通行管理者 一般 ¥205,000 ～ ¥233,333 59歳以下 千歳市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

8月24日 01250-4801181 製造スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月24日 01250-4799381 製造管理（総合職） 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 40歳以下 千歳市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月24日 01250-4793481 店舗スタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月24日 01240-17539881 日給制ホームヘルパー パート ¥911 ～ ¥911 64歳以下 千歳市
介護職員初任者研修修了者・
ホームヘルパー2級以上
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

不問

8月24日 01250-4787881 販売スタッフ 一般 ¥182,000 ～ ¥182,000 不問 千歳市 不問 不問

8月24日 01250-4786781 ナイトフロントスタッフ パート ¥1,150 ～ ¥1,150 18歳以上 千歳市 不問 パソコン（ワード・エクセル）基本操作

8月24日 01060-1445181 店舗販売員 一般 ¥149,500 ～ ¥149,500 不問 千歳市 不問 不問

8月24日 01010-32558581 介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥210,000 64歳以下 千歳市 不問 不問

8月24日 01010-32491081 調理補助 一般 ¥136,080 ～ ¥136,080 59歳以下 恵庭市 不問 不問

8月24日 01250-4774381 空港内清掃 一般 ¥170,000 ～ ¥180,000 45歳以下 千歳市 不問 不問

8月24日 01250-4771281 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可）
パソコン（ワード・エクセル）操作出来
る方
経理事務経験者、賃金面で優遇

8月24日 01230-16883881 軽貨物運送員 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

8月24日 28010-25931281 店舗スタッフ 一般 ¥162,000 ～ ¥253,000 18歳～59歳 千歳市 不問 不問

8月24日 01250-4766381 職業指導員 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月24日 01190-7795381 事務職 一般 ¥160,000 ～ ¥170,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月24日 01190-7782781 ホールスタッフ パート ¥950 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月24日 01190-7770681 接客及び販売員 一般 ¥200,000 ～ ¥350,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

8月24日 01190-7763981 一般事務スタッフ 一般 ¥152,600 ～ ¥206,600 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月24日 01190-7762681 事務員 パート ¥835 ～ ¥835 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） パソコン（ワード・エクセル）基本操作
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8月24日 01010-32572381
総合職（空調・衛生設備技
術者）

一般 ¥236,240 ～ ¥440,640 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作（ワード・エクセル）

8月24日 01010-32560281 総合職（土木技術者） 一般 ¥236,240 ～ ¥440,640 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作（ワード・エクセル）

8月24日 01190-7757581 ルート配送スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥225,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） パソコン（ワード・エクセル）基本操作

8月24日 01190-7742881 グループホーム世話人 一般 ¥147,000 ～ ¥160,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許・介護福祉系資格あれば尚可 不問

8月24日 01190-7733781 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 事務経験

8月24日 01190-7732481 介護職員 一般 ¥152,000 ～ ¥152,000 59歳以下 苫小牧市 ヘルパー２級以上 不問

8月24日 01190-7730981
一般事務員（経理及び業
務担当）

一般 ¥144,000 ～ ¥150,000 40歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

8月24日 01110-3947381 清掃員 一般 ¥142,560 ～ ¥142,560 不問 岩見沢市 不問 不問

8月24日 01110-3926781 調理補助 パート ¥810 ～ ¥810 不問 岩見沢市 不問 不問

8月24日 01110-3924581 フロント係 一般 ¥143,000 ～ ¥170,000 18歳～64歳 岩見沢市 不問 不問

8月24日 01110-3923981 施設管理員 一般 ¥143,000 ～ ¥170,000 64歳以下 岩見沢市 中型自動車免許（8t限定不可） 不問

8月24日 01110-3921381 職業指導員・生活支援員 一般 ¥161,700 ～ ¥172,550 64歳以下 岩見沢市 不問 不問

8月24日 01250-4722081 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月24日 01251-1004781 介護員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 夕張市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月24日 01251-945481 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通自動車運転免許 不問

8月24日 01251-926381 デイサービス介護スタッフ パート ¥815 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

8月24日 01010-28397181 訪問介護員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 64歳以下 夕張市

介護職員初任者研修修了者・
ホームヘルパー2級以上・介護福祉士
普通自動車免許（ＡＴ限定可・ペーパードライ
バー不可）

不問

8月24日 01251-770881 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

8月24日 01251-714081 経理事務員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 経理経験ある方（要原価計算業務）

8月24日 01251-711881 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月24日 01251-1022281 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 由仁町
普通自動車運転免許
工業簿記又は商業簿記あれば尚可

パソコン操作（ワード・エクセル）
経理経験あれば尚可

8月24日 01251-843281 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 40歳以下 由仁町 普通自動車運転免許 不問
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8月24日 01040-7575781 農産営業 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 59歳以下 由仁町 普通運転免許（AT限定不可） 不問

8月24日 01251-751581 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 由仁町 不問 不問

8月24日 01251-748181 鶏の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 由仁町 普通自動車運転免許 不問

8月17日 13170-36772381 店舗スタッフ 一般 ¥230,052 ～ ¥362,538 18歳～44歳 恵庭市 不問 不問

8月17日 01010-32176181 キッチンスタッフ パート ¥820 ～ ¥850 不問 千歳市 不問 不問

8月17日 01010-32150181 料理長 一般 ¥250,000 ～ ¥290,000 59歳以下 千歳市 不問 飲食店経験3年以上

8月17日 13010-303382 保険アドバイザー 一般 ¥230,000 ～ ¥300,000 44歳以下 恵庭市 不問 不問

8月17日 01250-4754881 清掃スタッフ 一般 ¥151,500 ～ ¥185,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月17日 13070-76461181 販売 パート ¥950 ～ ¥1,150 不問 千歳市 不問
レジ打ち経験者・販売経験者・
パソコン操作のできる方大歓迎

8月17日 01250-4748181 エステ業務スタッフ 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 不問 不問

8月17日 01010-31876381 交通誘導警備 一般 ¥158,400 ～ ¥198,000 18歳以上 千歳市 不問 不問

8月17日 01250-4726581 病棟クラーク 一般 ¥137,667 ～ ¥162,667 不問 千歳市 不問
同種の職務経験・簡単な書類作成・
ワード・エクセル操作経験ある方

8月17日 01190-7711081 営業（環境測定及び分析） 一般 ¥200,000 ～ ¥270,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 営業経験者

8月17日 01010-31998681 製造加工検査 一般 ¥230,000 ～ ¥230,000 18歳～59歳 苫小牧市 不問 不問

8月17日 01250-4745781 エステ業務スタッフ 一般 ¥175,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 不問

8月17日 01190-7695881 フロント事務員 一般 ¥146,000 ～ ¥256,000 不問 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

8月17日 01190-7692581 ルートセールス 一般 ¥180,000 ～ ¥280,000 35歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

8月17日 01190-7680081 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

8月17日 01010-31799681 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可）
医療事務経験あれば尚可
パソコン操作可能な方

8月17日 01110-3899281 エリア職員 一般 ¥192,000 ～ ¥192,000 59歳以下 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月17日 01110-3886581 歯科助手・受付 一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 64歳以下 岩見沢市 不問 不問

8月17日 01010-31569181 調理員 一般 ¥156,240 ～ ¥190,960 不問 岩見沢市 不問 不問

17 ページ



提供：ハローワーク千歳 平成30年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

8月17日 01250-4722081 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月17日 01251-1004781 介護職員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 夕張市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月17日 01251-1003481 介護職員 パート ¥840 ～ ¥900 不問 夕張市
介護職員初任者研修修了者・
ホームヘルパー2級以上・介護福祉士
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

不問

8月17日 01251-948281 施設介護職員 一般 ¥179,200 ～ ¥205,818 18歳以上 夕張市 介護福祉士 不問

8月17日 01251-945481 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通自動車運転免許 不問

8月17日 01251-940081 農場管理作業員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業経験者・トラクター運転経験者

8月17日 01251-938481 産地指導員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業関連の知識のある方

8月17日 01251-820381 営業職 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月17日 01251-770881 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

8月17日 01251-717981 溶接工 一般 ¥163,000 ～ ¥220,000 不問 夕張市 不問 不問

8月17日 01251-714081 経理事務員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 経理経験ある方（要原価計算業務）

8月17日 01251-711881 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月17日 01251-1022281 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 由仁町 普通自動車免許・工業簿記又は商業簿記あれば尚可
パソコン操作（エクセル等）
経理経験あれば尚可

8月17日 01251-855681 工場作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥290,000 59歳以下 由仁町
普通運転免許
＊溶接資格ある方、経験者優遇

不問

8月17日 01251-843281 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 40歳以下 由仁町 普通運転免許 不問

8月17日 01040-7575781 農産営業 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 59歳以下 由仁町 普通運転免許（AT限定不可） 不問

8月17日 01251-751581 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 由仁町 不問 不問

8月17日 01251-748181 鶏の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 由仁町 普通運転免許 不問

8月17日 01251-1011481 一般事務員 一般 ¥184,400 ～ ¥189,400 不問 長沼町 普通運転免許 パソコン操作可能な方（ワード・エクセル）

8月17日 01251-998881 看護助手 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 不問 長沼町 不問 不問

8月17日 01251-906881 自動車整備工員 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 不問 長沼町 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月17日 01251-884281
共同生活介護（グループ
ホーム）

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 18歳以上 長沼町 不問 不問
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8月17日 01251-785481 生活支援員 一般 ¥158,800 ～ ¥172,000 18歳以上 長沼町
普通運転免許（必須）
福祉・介護資格あれば尚可

不問

8月17日 01230-11858381 食事提供スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 長沼町 不問 不問

8月17日 01251-761781 施設給食調理スタッフ パート ¥830 ～ ¥830 不問 長沼町 不問 不問

8月17日 01251-754881
フロント事務・管理運営業
務

一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 35歳以下 長沼町 普通運転免許（通勤用） 不問

8月17日 01251-1013881 一般事務員・経理事務員 一般 ¥151,200 ～ ¥171,200 不問 栗山町
普通運転免許（AT限定不可）
免許更新時にゴールド免許取得者には5万円の
報酬有り

パソコン操作（ワード・エクセル入力）
可能な方

8月17日 01251-1005881 工場作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

8月17日 01251-975381 歯科受付兼助手 一般 ¥165,000 ～ ¥195,000 不問 栗山町 不問 不問

8月17日 01251-974081 介護職員 一般 ¥141,900 ～ ¥322,500 18歳～59歳 栗山町 不問 不問

8月17日 01251-927681 電話受付兼事務員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 栗山町 普通運転免許 不問

8月17日 01010-30087581 介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥195,000 64歳以下 栗山町 不問 不問

8月17日 01010-30078981 介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥195,000 64歳以下 栗山町 不問 不問

8月17日 01010-27764281 介護職員・生活相談員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 栗山町 不問 不問

8月17日 01010-27763881 訪問介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥210,000 64歳以下 栗山町
ヘルパー２級以上
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

不問

8月17日 01010-27755881 介護職員・生活相談員 一般 ¥141,000 ～ ¥210,000 64歳以下 栗山町 不問 不問

8月17日 01190-6555981 店舗運営スタッフ 一般 ¥184,800 ～ ¥184,800 18歳以上 栗山町 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月17日 01020-10457181 コース管理作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

8月17日 01020-10456281 グリーンキーパー 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

8月17日 01020-10448281 フロント事務員 一般 ¥190,000 ～ ¥210,000 不問 栗山町 不問 不問

8月17日 01020-10446781 副支配人 一般 ¥220,000 ～ ¥230,000 不問 栗山町 不問 不問

8月17日 01251-851281 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 栗山町
普通運転免許
ヘルパー2級以上

不問

8月17日 01251-833781 工員 一般 ¥140,000 ～ ¥205,000 45歳以下 栗山町 普通運転免許 不問

8月17日 01251-832481 床板製造 一般 ¥151,500 ～ ¥192,000 40歳以下 栗山町 普通運転免許 不問
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8月17日 01251-826881 ホームヘルパー 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 栗山町
普通運転免許
ヘルパー2級以上

不問

8月17日 01251-797181 請負業務管理社員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 栗山町 不問 不問

8月17日 01251-743581
ディサービスセンター
介護職員

パート ¥810 ～ ¥830 不問 栗山町 普通運転免許 不問

8月17日 01251-733681 工場内作業 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 栗山町 不問 不問

8月17日 01251-732381
認知症対応型共同生活介
護

一般 ¥163,000 ～ ¥230,000 18歳以上 栗山町 不問 不問

8月17日 01251-731081 事務員 一般 ¥163,000 ～ ¥230,000 不問 栗山町 普通運転免許
実務経験5年以上・
パソコン操作できる方

8月9日 01250-4718581 事務管理者 一般 ¥255,000 ～ ¥329,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月9日 01250-4717981 レンタカー業務スタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥230,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月9日 01230-16393381 軽貨物運送員助手 一般 ¥140,616 ～ ¥140,616 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

8月9日 01250-4701481 調理兼ホールスタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥250,000 44歳以下 恵庭市 不問 不問

8月9日 01040-9510181
事務（ハウジングカフェ千
歳）

一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月9日 13070-73873081 家庭教師 一般 ¥185,000 ～ ¥185,000 18歳～64歳 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月9日 01250-4685081 歯科受付 一般 ¥170,000 ～ ¥240,000 不問 恵庭市 不問 歯科受付経験者

8月9日 01240-16311881 家庭教師 パート ¥1,800 ～ ¥2,000 不問 恵庭市 普通運転免許あれば尚可
未経験者でもＯＫです
経験者は優遇致します

8月9日 13040-90966881 ホテル運営スタッフ 一般 ¥217,000 ～ ¥220,000 18歳～44歳 千歳市 不問 不問

8月9日 01020-11540981 洋菓子販売員 パート ¥820 ～ ¥820 59歳以下 千歳市 不問 不問

8月9日 13070-73873081 家庭教師 一般 ¥185,000 ～ ¥185,000 18歳～64歳 恵庭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月9日 01020-11540981 洋菓子販売員 パート ¥820 ～ ¥820 59歳以下 札幌市 不問 不問

8月9日 01190-7665081 事務員 一般 ¥147,000 ～ ¥176,400 不問 苫小牧市 普通運転免許（通勤用）
事務経験（書類作成）
通関業務経験あれば尚可

8月9日 01190-7662881 レンタル品の交換スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月9日 01190-7646881
ホールスタッフ・
企画管理スタッフ

一般 ¥150,000 ～ ¥240,000 18歳以上 苫小牧市 不問 不問

8月9日 01190-7644481 調理員 一般 ¥165,000 ～ ¥260,000 18歳以上 苫小牧市 不問 不問
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8月9日 24010-10989981 ホテルフロント 一般 ¥180,500 ～ ¥221,000 18歳～40歳 苫小牧市 不問 不問

8月9日 13110-18212581 店舗管理業務Ｂ 一般 ¥155,000 ～ ¥182,000 18歳～40歳 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月9日 01190-7607381 介護職員（日勤） 一般 ¥135,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 ヘルパー２級以上 不問

8月9日 01190-7606081
フィットネス施設接客スタッ
フ

一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 不問 不問

8月9日 01190-7605181 営業事務 一般 ¥174,000 ～ ¥223,500 35歳以下 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

8月9日 02010-15657381 レストラン調理係 一般 ¥141,000 ～ ¥212,000 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

8月9日 02010-15656081 レストランホール係 一般 ¥141,000 ～ ¥212,000 18歳～59歳 苫小牧市 不問 不問

8月9日 02010-15032481 訪問介護員 パート ¥830 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市
介護職員初任者研修修了者・
ホームヘルパー2級以上

不問

8月9日 01190-7569081 保険営業員 一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） パソコン入力操作

8月9日 01190-7566881 歯科助手・受付事務 一般 ¥145,000 ～ ¥180,000 30歳以下 苫小牧市 不問 不問

8月9日 21010-29860581 販売 パート ¥850 ～ ¥850 不問 岩見沢市 不問 不問

8月9日 01010-31394381 早朝店内清掃 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 岩見沢市 不問 不問

8月9日 01010-31165381 ホール・カウンタースタッフ 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 18歳以上 岩見沢市 不問 不問

8月9日 01110-3857181 病棟クラーク 一般 ¥121,500 ～ ¥124,500 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

8月9日 01110-3851981 介護職員 一般 ¥136,950 ～ ¥165,000 18歳～59歳 岩見沢市
介護職員初任者研修修了者・
ホームヘルパー2級以上

不問

8月9日 13110-18117881 店舗管理業務Ｂ 一般 ¥155,000 ～ ¥182,000 18歳～40歳 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月9日 01110-3774781 歯科助手 一般 ¥141,000 ～ ¥150,000 40歳以下 岩見沢市
普通運転免許（AT限定可）
歯科衛生士あれば尚可

不問

8月9日 01110-3752181 店舗販売員 パート ¥810 ～ ¥860 不問 岩見沢市 不問 不問

8月9日 01110-3734881 キッチン係 パート ¥810 ～ ¥840 不問 岩見沢市 不問 不問

8月9日 01110-3733781 ホール係 パート ¥810 ～ ¥840 不問 岩見沢市 不問 不問

8月9日 01250-4722081 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月9日 01251-945481 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通自動車運転免許 不問
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8月9日 01251-938481 産地指導員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業関連の知識のある方

8月9日 01010-28397181 訪問介護員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 64歳以下 夕張市
介護職員初任者研修修了者・
ホームヘルパー2級以上
普通運転免許（ＡＴ限定可・ペーパードライバー
不可）

不問

8月9日 01251-820381 営業職 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月9日 01251-810181 施設介護職員 一般 ¥155,000 ～ ¥200,000 18歳～40歳 夕張市
普通運転免許（AT限定可）
介護福祉士あれば尚可（資格手当有り）

不問

8月9日 01251-770881 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

8月9日 01251-714081 経理事務 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 経理経験ある方（要原価計算業務）

8月9日 01251-711881 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

8月9日 01251-1022281 経理事務員 一般 ¥200,000 ～ ¥300,000 不問 由仁町
普通自動車運転免許
工業簿記又は商業簿記あれば尚可 経理経験あれば尚可

パソコン操作（エクセル）

8月9日 01251-843281 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 40歳以下 由仁町 普通自動車運転免許 不問

8月9日 01040-7575781 農産営業 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 59歳以下 由仁町 普通運転免許（AT限定不可） 不問

8月9日 01251-748181 鶏の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 由仁町 普通自動車運転免許 不問

8月2日 13030-16856081 ホール・キッチン 一般 ¥190,000 ～ ¥330,000 18歳～59歳 千歳市 不問 不問

8月2日 01240-15782081 店内業務員 一般 ¥167,000 ～ ¥209,000 64歳以下 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月2日 01031-1415281
カウンター内での接客・販
売・調理業務

一般 ¥227,000 ～ ¥288,000 不問 千歳市 不問 不問

8月2日 13070-71085281
カルディコーヒーファームで
の販売

一般 ¥212,500 ～ ¥235,000 20歳～44歳 千歳市 不問 不問

8月2日 01250-4324881 介護職員 一般 ¥140,000 ～ ¥220,000 不問 千歳市 不問 不問

8月2日 01250-4321581 看護助手 一般 ¥140,000 ～ ¥220,000 18歳以上 千歳市 不問 不問

8月2日 01250-4313581 菓子製造スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥224,500 不問 恵庭市 不問 不問

8月2日 01250-4311681 フロントスタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 40歳以下 千歳市 不問 不問

8月2日 01250-4301081 介護員 パート ¥820 ～ ¥820 不問 千歳市
介護職員初任者研修修了者・
ホームヘルパー2級

不問

8月2日 04010-50734881
クリーンルーム内での半導
体オペレーター

一般 ¥210,000 ～ ¥210,000 18歳～44歳 千歳市 不問 不問

8月2日 01250-4278281 喫茶店ホールスタッフ パート ¥820 ～ ¥820 不問 千歳市 不問 不問
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8月2日 01250-4274581 軽作業員 パート ¥820 ～ ¥850 不問 千歳市 不問 不問

8月2日 01031-1325781
カウンター内での接客・販
売・調理補助

パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

8月2日 01240-15765181 店内業務員 一般 ¥167,000 ～ ¥209,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月2日 01190-7144881 介護職員 パート ¥820 ～ ¥920 不問 苫小牧市 不問 不問

8月2日 01190-7531881 職業支援員 一般 ¥160,000 ～ ¥240,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月2日 01190-6971881 ガソリンスタンドスタッフ 一般 ¥189,390 ～ ¥189,390 65歳以下 苫小牧市 不問 不問

8月2日 01190-6969981 一般事務・経理事務 一般 ¥180,000 ～ ¥240,000 35歳以下 苫小牧市 普通運転免許(通勤用） 不問

8月2日 01190-6957181 一般事務員 一般 ¥154,000 ～ ¥185,000 35歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月2日 01190-6942681 営業補助 一般 ¥160,000 ～ ¥250,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月2日 01190-6937581 店頭販売・ピットサービス 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

8月2日 01190-6929581 作業員補助 一般 ¥150,000 ～ ¥230,000 18歳～59歳 苫小牧市 普通自動車運転免許 不問

8月2日 01110-3718881 共済推進スタッフ パート ¥955 ～ ¥955 59歳以下 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

8月2日 01110-3652481 清掃員 一般 ¥124,900 ～ ¥124,900 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

8月2日 01110-3543381 清掃員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 岩見沢市 不問 不問

8月2日 0110-3527381 フロント係 一般 ¥143,000 ～ ¥170,000 18歳～64歳 岩見沢市 不問 不問

8月2日 01110-3526081 介護助手 一般 ¥154,398 ～ ¥168,775 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

8月2日 01110-3514781 宴会サービススタッフ 一般 ¥144,000 ～ ¥154,000 40歳以下 岩見沢市 不問 不問

8月2日 01110-3513481 事務員・券売業務員 一般 ¥144,000 ～ ¥154,000 35歳以下 岩見沢市 不問 不問

8月2日 01251-945481 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通自動車運転免許 不問

8月2日 01251-938481 産地指導員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業関連の知識のある方
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8月2日 01251-926381
ディサービスセンター
介護スタッフ

パート ¥815 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

8月2日 01251-770881 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

8月2日 01251-714081 経理事務員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 経理経験ある方（要原価計算業務）

8月2日 01251-711881 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許(通勤用） 不問

8月2日 01251-892281 販売業務全般 一般 ¥168,000 ～ ¥250,000 59歳以下 由仁町 中型自動車免許
接客又は営業、
フォークリフトの操作

8月2日 01251-843281 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 40歳以下 由仁町 普通自動車運転免許 不問

8月2日 01251-751581 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 由仁町 不問 不問

8月2日 01251-748181 鶏の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 由仁町 普通自動車運転免許 不問

7月26日 02020-11260181 営業 一般 ¥183,000 ～ ¥283,000 35歳以下 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月26日 01250-4268481 機械組立・修理スタッフ 一般 ¥184,000 ～ ¥225,400 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

7月26日 01250-4266981 調理補助 パート ¥810 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 不問

7月26日 01010-29029981 販売・接客スタッフ 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 40歳以下 千歳市 不問 不問

7月26日 01010-29026081 販売・カフェスタッフ 一般 ¥165,000 ～ ¥165,000 44歳以下 千歳市 不問 不問

7月26日 01250-4243781 一般事務員 一般 ¥149,600 ～ ¥158,400 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月26日 01250-4231681 ホール・調理補助員 パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

7月26日 01250-4230381 運行業務 一般 ¥168,000 ～ ¥183,000 不問 千歳市 不問 不問

7月26日 01230-15179481 ホールスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 18歳～40歳 千歳市 不問 不問
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7月26日 01250-4221081 フロントスッタフ 一般 ¥170,000 ～ ¥280,000 18歳以上 千歳市 不問 パソコン（ワード・エクセル）基本操作

7月26日 01250-4220181 朝食ホールスッタフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 千歳市 不問 不問

7月26日 01010-28733381 機械警備スタッフ 一般 ¥191,500 ～ ¥200,000 18歳～34歳 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月26日 13080-60749481
フードコートサービススタッ
フ

一般 ¥190,000 ～ ¥210,000 不問 千歳市 不問 不問

7月26日 01250-4208581 総務・経理事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥170,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可）
パソコン（ワード・エクセル）
操作できる方

7月26日 01230-15199281 営業員・現場管理 一般 ¥200,000 ～ ¥350,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月26日 01230-15306281 レンタカー接客・受付員 一般 ¥126,000 ～ ¥144,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月26日 01190-6921781 買取受付スタッフ 一般 ¥198,000 ～ ¥198,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） パソコン操作経験

7月26日 01190-6906881 総務事務員 一般 ¥207,000 ～ ¥242,600 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可）

総務事務経験
パソコン基本操作（エクセル・ワード）
経験

7月26日 01190-6897981 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥155,000 35歳以下 苫小牧市 普通運転免許(通勤用） 不問

7月26日 01230-15179481 ホールスタッフ 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 18歳～40歳 苫小牧市 不問 不問

7月26日 01190-6818881 看護助手 一般 ¥146,076 ～ ¥146,076 不問 苫小牧市 不問 不問

7月26日 01232-1776581 倉庫内作業員 パート ¥900 ～ ¥900 不問 岩見沢市 不問 不問

7月26日 01110-3502681 施設管理員 一般 ¥143,000 ～ ¥170,000 64歳以下 岩見沢市 中型自動車免許（8t限定不可） 不問

7月26日 01010-28788481 小売店販売員 一般 ¥144,088 ～ ¥144,088 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

7月26日 01010-28381381 訪問介護員 一般 ¥194,040 ～ ¥194,040 不問 夕張市

ホームヘルパー2級・介護職員初任者研修以
上・普通運転免許（ＡＴ限定可・ペーパードライ
バー不可）

不問

7月26日 01251-820381 営業職 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月26日 01251-810181 施設介護職員 一般 ¥155,000 ～ ¥200,000 18歳～40歳 夕張市
普通運転免許（AT限定可）必須
介護福祉士（有資格者には資格手当あり）あれ
ば尚可

不問
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7月26日 01250-3170781 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許(通勤用） 不問

7月26日 01251-714081 経理事務員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 経理経験ある方（要原価計算業務）

7月26日 01251-711881 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許(通勤用） 不問

7月26日 01251-555981 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通運転免許 不問

7月26日 01251-550281 産地指導員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業関連の知識のある方

7月26日 01251-549481 農場管理作業 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業経験者・トラクター運転経験者

7月26日 01240-14220781 組立作業員 一般 ¥162,450 ～ ¥162,750 不問 由仁町 不問 不問

7月26日 01251-843281 製造工員 一般 ¥154,600 ～ ¥193,300 40歳以下 由仁町 普通運転免許 不問

7月26日 01251-751581 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 由仁町 不問 不問

7月26日 01251-604581 フロント係 一般 ¥140,130 ～ ¥140,130 不問 由仁町 普通運転免許 不問

7月26日 01251-602681 調理補助係 一般 ¥140,130 ～ ¥140,130 不問 由仁町 普通運転免許 不問

7月19日 12100-7945881 新規事業開発 一般 ¥250,000 ～ ¥350,000 35歳以下 千歳市 不問 不問

7月19日 01250-4200781 軽作業スタッフ 一般 ¥185,000 ～ ¥185,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月19日 01250-4198281 調理補助 パート ¥900 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

7月19日 01230-14948581 店舗スタッフ パート ¥830 ～ ¥850 18歳以上 千歳市 不問 実務経験あれば尚可

7月19日 01010-28561481 調理人 一般 ¥200,000 ～ ¥350,000 不問 千歳市 不問 不問

7月19日 01250-4195481 歯科受付・事務スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥205,000 不問 恵庭市 不問 不問

7月19日 01010-28359681 食器洗浄業務 一般 ¥138,600 ～ ¥184,800 不問 千歳市 不問 不問

7月19日 40090-3427981 店員（精肉作業及び販売） 一般 ¥230,000 ～ ¥350,000 不問 千歳市 不問 経験者歓迎

7月19日 28010-22297581 食品スーパー店長候補 一般 ¥200,000 ～ ¥273,000 18歳～59歳 千歳市 不問 不問

7月19日 01250-4168381 窓口業務・計量業務 一般 ¥155,000 ～ ¥185,000 35歳以下 千歳市 普通運転免許(通勤用） 不問

7月19日 01230-15003381 介護スタッフ 一般 ¥138,000 ～ ¥138,000 不問 北広島町 不問 不問

26 ページ



提供：ハローワーク千歳 平成30年度　求人情報 母子家庭等就業・自立支援センター

7月19日 01010-28412381 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月19日 01010-28072081 送迎スタッフ パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 札幌市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月19日 01230-14642481 一般事務員 一般 ¥139,672 ～ ¥139,672 不問 札幌市 不問 不問

7月19日 01190-6798081 事務及び経理 一般 ¥180,000 ～ ¥220,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） パソコン操作経験

7月19日 01190-6792581 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥185,000 不問 苫小牧市
普通運転免許
介護福祉士・
介護初任者研修修了者

不問

7月19日 40090-3427981 店員（精肉作業及び販売） 一般 ¥230,000 ～ ¥350,000 不問 苫小牧市 不問 経験者優遇

7月19日 01230-14726181 事務職員 一般 ¥144,000 ～ ¥179,800 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

7月19日 01190-6759681 技能職員 一般 ¥180,000 ～ ¥270,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月19日 01250-4166181 エステ業務補助スタッフ パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

7月19日 01190-6733681 一般事務員 一般 ¥124,950 ～ ¥124,950 不問 苫小牧市 普通運転免許(通勤用） 不問

7月19日 01010-28013281 設備管理要員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 18歳以上 苫小牧市 不問 簡単なエクセル操作が可能な方

7月19日 01040-7575781 農産営業 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 59歳以下 由仁町 普通運転免許（AT限定不可） 不問

7月19日 01251-748181 鶏の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 由仁町 普通運転免許 不問

7月19日 01240-10740481 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問

7月19日 01251-613481 物販スタッフ パート ¥840 ～ ¥840 不問 由仁町 不問 不問

7月19日 01251-612581 園管理スタッフ パート ¥810 ～ ¥820 不問 由仁町 普通運転免許 不問

7月19日 01110-3475781 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月19日 01110-3462381 介護職員 一般 ¥166,000 ～ ¥180,000 18歳～64歳 岩見沢市 不問 不問

7月19日 01110-3458781 清掃員 一般 ¥124,900 ～ ¥124,900 59歳以下 岩見沢市 不問 不問

7月19日 01010-28397181 訪問介護員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 64歳以下 夕張市

ホームヘルパー2級・介護職員初任者研修以
上・介護福祉士
普通運転免許（ＡＴ限定可・ペーパードライバー
不可）

不問

7月19日 01251-820381 営業職 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通運転免許（AT限定可） 不問

7月19日 01251-770881 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問
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7月19日 01250-3170781 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許(通勤用） 不問

7月19日 01251-711881 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許(通勤用） 不問

7月19日 01251-555981 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通運転免許 不問

7月19日 01251-549481 農場管理作業 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業経験者・トラクター運転経験者

7月5日 01251-887381
デイサービスセンター介護
スタッフ

パート ¥815 ～ ¥830 不問 栗山町 不問 不問

7月5日 12010456281 コース管理作業員 一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

7月5日 01020-10447881 フロント事務 一般 ¥190,000 ～ ¥210,000 不問 栗山町 不問 不問

7月5日 01251-851281 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 栗山町
ヘルパー2級以上
普通運転免許

不問

7月5日 01251-833781 工員 一般 ¥140,000 ～ ¥205,000 45歳以下 栗山町 普通運転免許 不問

7月5日 01251-797181 請負業務管理社員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 栗山町 不問 不問

7月5日 01251-743581
デイサービスセンター
介護職員

パート ¥810 ～ ¥830 不問 栗山町 普通運転免許 不問

7月5日 01251-733681 工場作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 栗山町 不問 不問

7月5日 01251-667281 介護職員 一般 ¥141,900 ～ ¥322,500
18歳～
59歳

栗山町 不問 不問

7月5日 01010-19040981 介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥195,000 64歳以下 栗山町 不問 不問

7月5日 01010-19018781 介護職員 パート ¥1,010 ～ ¥1,100 64歳以下 栗山町 不問 不問

7月5日 01251-600081
栗山公園管理・動物園管
理
作業スタッフ

パート ¥870 ～ ¥870 不問 栗山町 不問 不問

7月5日 1251 生花スタッフ パート ¥840 ～ ¥840 不問 栗山町 不問 不問

7月5日 01251-770881 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

7月5日 01250-3170781 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許(通勤用） 不問

7月5日 01251-711881 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許(通勤用） 不問

7月5日 01251-751581 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 由仁町 不問 不問

7月5日 01240-10740481 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問
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7月5日 01251-884281
介護従事者認知対応型
共同生活介護

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 18歳以上 長沼町 不問 不問

7月5日 01251-870681 施設介護職員 一般 ¥122,010 ～ ¥122,010 18歳以上 長沼町 不問 不問

7月5日 01230-11858381 食事提供スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 長沼町 不問 不問

7月5日 01251-761781 施設給食調理スタッフ パート ¥830 ～ ¥830 不問 長沼町 不問 不問

7月5日 01250-758381 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 長沼町 不問 不問

7月5日 01251-623881 現場作業員 一般 ¥158,000 ～ ¥270,000 不問 長沼町 不問 不問

7月5日 01251-622781 看護助手 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 18歳以上 長沼町 不問 不問

7月5日 01190-6537381 販売員(正社員） 一般 ¥142,000 ～ ¥170,000 18歳以上 苫小牧市 不問 不問

7月5日 38010-26158281 品質管理 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 不問 不問

7月5日 13010-82000981 介護スタッフ 一般 ¥192,000 ～ ¥219,000 67歳以下 苫小牧市
ヘルパー2級以上・
初任者研修以上

不問

7月5日 01190-6513981 就労支援員 一般 ¥170,000 ～ ¥175,000 不問 苫小牧市 普通運転免許 不問

7月5日 01190-6547981 一般事務 一般 ¥157,500 ～ ¥185,000 不問 苫小牧市 不問 不問

7月5日 01190-5880481 営業事務 一般 ¥140,000 ～ ¥220,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） パソコン操作経験

7月5日 01190-5872481 清掃員 一般 ¥132,840 ～ ¥132,840 不問 苫小牧市 不問 不問

7月5日 01190-5869081 医療事務及び受付事務 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

7月5日 01110-3263481 介護助手 一般 ¥144,000 ～ ¥157,500 59歳以下 岩見沢
普通運転免許（AT限定可）
（必須）

介護福祉士あれば尚可

7月5日 01250-4085781 受注代行業務スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥200,000 不問 恵庭市 不問 不問

7月5日 01250-4079281 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 千歳市 普通運転免許(通勤用） パソコン操作のできる方

7月5日 01250-4078881 食肉加工・梱包 パート ¥900 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 不問

7月5日 01250-4074981 フロント受付スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥300,000 不問
千歳市
恵庭市

不問 不問

7月5日 01250-4055381 清掃員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 59歳以下 千歳市 不問 不問

7月5日 01250-3722581 販売員(生花） 一般 ¥170,000 ～ ¥224,500 不問 恵庭市 普通運転免許（AT限定可） 不問
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7月5日 01250-3715481 倉庫内ピッキングスタッフ 一般 ¥142,560 ～ ¥142,560 不問 恵庭市 不問 不問

7月5日 01010-25261481 食器洗浄業務 一般 ¥140,250 ～ ¥140,250 不問 千歳市 不問 不問

6月29日 01250-3700881 配送スタッフ パート ¥810 ～ ¥870 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月29日 01250-3698181 クリーニング店受付 パート ¥810 ～ ¥870 不問 千歳市 不問 不問

6月29日 01250-3693581 喫茶店ホールスタッフ 一般 ¥149,240 ～ ¥149,240 不問 千歳市 不問 不問

6月29日 13010-78169781 サービス(フード） 一般 ¥215,000 ～ ¥215,000 18歳～35歳 千歳市 普通運転免許 不問

6月29日 01250-3688881 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥190,000 不問 恵庭市 普通運転免許（AT限定可）
パソコンの基本操作（ワード・エクセ
ル）

6月29日 01250-3687781
ペットホテルのお世話ホー
ル業務

パート ¥810 ～ ¥900 不問 千歳市 不問 不問

6月29日 01250-3686481 印刷補助業務 一般 ¥113,400 ～ ¥129,600 不問 千歳市 不問 不問

6月29日 01250-3679881
食品加工品の製造・包装
作業

一般 ¥160,000 ～ ¥230,000 不問 千歳市 不問 不問

6月29日 01250-3670281 美容室の受付スタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 恵庭市 不問 不問

6月29日 01250-3666681 一般事務員 一般 ¥185,000 ～ ¥185,000 不問 恵庭市 不問
パソコンの基本操作（ワード・エクセ
ル）

6月29日 01250-3656081 介護職員 一般 ¥140,500 ～ ¥150,000 18歳以上 恵庭市 不問 不問

6月29日 01250-3654281 受注代行業務スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 恵庭市 不問 不問

6月29日 01250-3636781 医療事務員 一般 ¥130,000 ～ ¥180,000 33歳以下 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月29日 01250-3631381 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥285,000 35歳以下 千歳市
普通運転免許（通勤用）
簿記3級もしくは同等の知識あれば尚可 不問

6月29日 01250-3627581 市場調査員・その他 一般 ¥230,450 ～ ¥235,450 18歳以上 千歳市 普通運転免許 不問

6月29日 01205-3672081
美容室のアシスタント・受
付業務

一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 恵庭市 不問 不問

6月29日 01190-5859281 一般事務員 一般 ¥221,000 ～ ¥221,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月29日 01190-5848781 事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 64歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月29日 01190-5834081 事務員（総務・経理） 一般 ¥138,000 ～ ¥230,000 59歳以下 苫小牧市 普通運転免許
一般事務経験
（経理業務経験あれば尚可）

6月29日 01190-5823881 ゴルフ場スタッフ 一般 ¥200,000 ～ ¥220,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問
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6月29日 01190-5816281 製造・製造補助員 パート ¥820 ～ ¥820 不問 苫小牧市 不問 不問

6月29日 01190-5815881 販売スタッフ パート ¥820 ～ ¥820 不問 苫小牧市 不問 不問

6月29日 01190-5813481 医療事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥185,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 医療事務経験

6月29日 01190-5779081 清掃員 パート ¥820 ～ ¥820 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月29日 01110-3017381 道路管理維持業務 一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 59歳以下 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月29日 01110-3005881 経理事務員 パート ¥860 ～ ¥900 不問 岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月29日 01080-1725581 営業スタッフ 一般 ¥169,000 ～ ¥442,000 35歳以下 岩見沢市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

6月29日 27020-41884781 カスタマサポート 一般 ¥210,000 ～ ¥375,000 不問 岩見沢市 不問 不問

6月29日 01110-2987481 調理補助 パート ¥810 ～ ¥810 不問 岩見沢市 不問 不問

6月29日 01251-770881 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

6月29日 01250-3170781 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

6月29日 01251-714081 経理事務員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問
経理経験ある方
（要原価計算業務）

6月29日 01251-711881 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

6月29日 01251-555981 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通運転免許 不問

6月29日 01251-550281 産地指導員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業関連の知識のある方

6月29日 01251-746881 鶏の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 由仁町 普通運転免許 不問

6月29日 01240-10740481 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問

6月29日 01230-11858381 食事提供スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 長沼町 不問 不問

6月29日 01251-758381 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 長沼町 不問 不問

6月29日 01251-754881
フロント事務・管理運営業
務

一般 ¥152,000 ～ ¥182,000 35歳以下 長沼町 普通運転免許（通勤用） 不問

6月29日 01251-623881 現場作業員 一般 ¥158,000 ～ ¥270,000 不問 長沼町 不問 不問

6月29日 01251-622781 看護助手 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 18歳以上 長沼町 不問 不問
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6月29日 01251-797181 請負業務管理社員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 栗山町 不問 不問

6月29日 01251-740381
ゴミ収集運搬車運転・ごみ
収集・分別作業員

パート ¥860 ～ ¥860 不問 栗山町 普通運転免許 不問

6月29日 01251-733681 工場内作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 不問 栗山町 不問 不問

6月29日 01251-731081 事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥230,000 不問 栗山町 普通運転免許
実務経験5年以上・
パソコン操作できる方

6月29日 01251-728781
ゴミ収集運搬車運転・ごみ
収集・分別作業員

一般 ¥170,000 ～ ¥220,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

6月29日 01251-690881 電話受付兼事務員 パート ¥810 ～ ¥810 18歳以上 栗山町 普通運転免許 不問

6月29日 01240-10737081 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 栗山町 不問 不問

6月29日 01010-19040981 介護職員（栗山町中里） 一般 ¥141,000 ～ ¥195,000 64歳以下 栗山町 不問 不問

6月29日 01010-19038181 介護職員（栗山町松風） 一般 ¥141,000 ～ ¥195,000 64歳以下 栗山町 不問 不問

6月29日 01230-9595681 ドコモショップスタッフ 一般 ¥183,400 ～ ¥238,400 59歳以下 栗山町 不問 不問

6月29日 01251-599581 生花スタッフ パート ¥840 ～ ¥840 不問 栗山町 普通運転免許 不問

6月29日 01251-560181 歯科受付兼助手 一般 ¥165,000 ～ ¥175,000 不問 栗山町 不問 実務経験者

6月21日 01250-784581 袋詰め作業員 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 栗山町 不問 不問

6月21日 01251-743581 デイサービス介護職員 パート ¥810 ～ ¥830 不問 栗山町 普通運転免許 不問

6月21日 01251-732381
認知症対応型共同生活介
護
(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）介護職員

一般 ¥163,000 ～ ¥230,000 18歳以上 栗山町 不問 不問

6月21日 01251-731081 事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥230,000 不問 栗山町 普通運転免許
実務経験5年以上、パソコン操作出来
る方

6月21日 01251-657781 事務員 一般 ¥135,000 ～ ¥190,000 40歳以下 栗山町 普通運転免許 パソコン操作(ｴｸｾﾙ基本）

6月21日 01010-19040981 介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥195,000 64歳以下 栗山町 不問 不問

6月21日 01251-600081
公園管理・動物園管理作
業

パート ¥850 ～ ¥850 不問 栗山町 普通運転免許 不問

6月21日 01251-539981 製造補助 一般 ¥136,500 ～ ¥157,000 不問 栗山町 不問 不問

6月21日 01251-501281 あいすの家販売員 一般 ¥139,000 ～ ¥201,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

6月21日 01251-448081 営業 一般 ¥173,500 ～ ¥230,000 不問 栗山町
普通運転免許（ＭＴ車）
＊運転免許更新時ゴールド取得者に報酬有り 不問
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6月21日 01020-5022381 フロント事務 一般 ¥190,000 ～ ¥210,000 不問 栗山町 不問 不問

6月21日 01020-5019881 フロントマネージャー 一般 ¥210,000 ～ ¥230,000 不問 栗山町 不問 不問

6月21日 01240-10740481 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問

6月21日 01240-10739681 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問

6月21日 01250-3170781 一般事務員 一般 ¥152,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

6月21日 01251-722081
認知症対応型共同生活介
護
の介護従事者

一般 ¥810 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

6月21日 01250-685081
デイサービスセンター
介護職員ｽﾀｯﾌ

一般 ¥815 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

6月21日 01110-2980281
葬儀および法要の営業・
施行スタッフ

一般 ¥178,150 ～ ¥266,650
18歳～
40歳

岩見沢市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月21日 01251-758381 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 長沼町 不問 不問

6月21日 01251-623881 現場作業員 一般 ¥158,000 ～ ¥270,000 不問 長沼町 不問 不問

6月21日 01190-5754681 介護職員 一般 ¥175,000 ～ ¥295,000 不問 苫小牧市 不問 不問

6月21日 01010-23856881 医療事務(外来クラーク） 一般 ¥124,640 ～ ¥136,040 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月21日 01010-23855781 医事業務(ブロック受付） 一般 ¥127,920 ～ ¥138,840 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月21日 01230-12647681 セレモニースタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥170,000 不問 恵庭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月21日 01250-3626981 食品製造スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 恵庭市 不問 不問

6月21日 01250-3583181 野菜製造加工スタッフ パート ¥113,438 ～ ¥140,663 不問 恵庭市 不問 不問

6月21日 01240-13083981 寿司配達スタッフ パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月21日 01250-3581881 一般事務員 パート ¥820 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 不問

6月21日 01250-3564781
圃場作業員（農作業手伝
い）

パート ¥830 ～ ¥850 不問 千歳市 普通運転免許 不問

6月21日 01250-3563481
圃場作業員（農作業手伝
い）

一般 ¥172,640 ～ ¥174,720 不問 千歳市 普通運転免許 不問

6月15日 13040-72907981
店舗販売
(接客・販売・店舗管理）

一般 ¥250,000 ～ ¥250,000 59歳以下 北広島町 不問 不問

6月15日 01232-1394881 歯科助手 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 江別市 不問 不問
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6月15日 01250-3550081 介護職員 一般 ¥139,440 ～ ¥147,840 不問 恵庭市 不問 不問

6月15日 01250-3525281 配車及び事務補助員 一般 ¥149,640 ～ ¥149,640 不問 恵庭市 不問 不問

6月15日 01010-23373781
調理
(千歳空港）

一般 ¥200,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 不問 調理経験がある方

6月15日 01010-23321481
医療情報システム管理業
務

一般 ¥180,000 ～ ¥230,000 59歳以下 千歳市 不問 不問

6月15日 01010-23247981 注文受け・配膳など パート ¥850 ～ ¥920 不問 千歳市 不問 不問

6月15日 01250-3519081
グループホーム生活支援
員

一般 ¥180,000 ～ ¥180,000 18歳以上 恵庭市
普通運転免許（AT限定可）
ホームヘルパー2級

不問

6月15日 01230-12166281 店舗内清掃員 パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

6月15日 13080-48749981 ｱﾛﾏ･ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｾﾗﾋﾟｽﾄ 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 不問 千歳市 不問 不問

6月15日 01250-3496081 一般事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥155,000 不問 千歳市 普通運転免許（通勤用） 不問

6月15日 01110-2938481 事務員 一般 ¥123,000 ～ ¥132,800 不問 岩見沢 不問 不問

6月15日 01110-2918381 事務員 パート ¥850 ～ ¥1,000 64歳以下 岩見沢 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月15日 01190-5711381 店内スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥300,000 不問 苫小牧市 不問 不問

6月15日 01190-5689281 調理員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

6月15日 01190-5688881 医療事務 パート ¥850 ～ ¥930 不問 苫小牧市 不問 不問

6月15日 01230-12355981 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,200 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月15日 01190-5655181 販売員 一般 ¥143,000 ～ ¥170,000 18歳以上 苫小牧市 不問 不問

6月15日 01190-5617681 リサイクル処理スタッフ 一般 ¥174,000 ～ ¥290,000 不問 苫小牧市 不問 不問

6月15日 01251-770881 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

6月15日 01250-3170781 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 不問 不問

6月15日 01251-722081
認知症対応型共同生活介
護

パート ¥810 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

6月15日 01251-751581 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 由仁町 不問 不問

6月15日 01240-10740481 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問
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6月15日 01251-761781 施設給食調理スタッフ パート ¥830 ～ ¥830 不問 長沼町 不問 不問

6月15日 01251-623881 現場作業員 一般 ¥158,000 ～ ¥270,000 不問 長沼町 不問 不問

6月15日 01251-622781 看護助手 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 18歳以上 長沼町 不問 不問

6月15日 01251-478781 施設介護職員 一般 ¥122,010 ～ ¥122,010 18歳以上 長沼町 不問 不問

6月15日 01110-2650181 清掃員 パート ¥810 ～ ¥880 不問 栗山町 不問 不問

6月15日 01251-667281 介護職員 一般 ¥141,900 ～ ¥322,500
18歳から
59歳

栗山町 不問 不問

6月15日 01010-19015981 介護職員 パート ¥1,010 ～ ¥1,100 64歳以下 栗山町 不問 不問

6月15日 01251-599581 生花スタッフ パート ¥820 ～ ¥820 不問 栗山町 普通運転免許 不問

6月15日 01251-539981 製造補助 一般 ¥136,500 ～ ¥157,000 不問 栗山町 不問 不問

6月15日 01251-501281 あいすの家販売員 一般 ¥139,000 ～ ¥201,000 不問 栗山町 不問 不問

6月15日 01251-445881 工場作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

6月11日 01240-10740481 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問

6月11日 01251-748181 鶏の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 由仁町 普通運転免許 不問

6月11日 01240-10739681 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問

6月11日 01251-611981 フロントスタッフ パート ¥840 ～ ¥840 不問 由仁町 不問 不問

6月11日 01251-604581 フロント係 一般 ¥140,130 ～ ¥140,130 不問 由仁町 普通運転免許 不問

6月11日 01251-601381 レストランホールスタッフ 一般 ¥164,350 ～ ¥173,000 不問 由仁町 普通運転免許 不問

6月11日 01040-3913881 農産営業 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 59歳以下 由仁町 普通運転免許（AT限定不可） 不問

6月11日 01251-770881 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

6月11日 01250-3170781 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

6月11日 01251-711881 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

6月11日 01251-685081 介護スタッフ パート ¥815 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問
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6月11日 01251-555981 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通運転免許 不問

6月11日 01251-554681 介護職員 一般 ¥202,600 ～ ¥202,600 18歳以上 夕張市
ホームヘルパー２級以上
又は介護職員初任者研修
普通自動車免許（AT限定可）

不問

6月11日 01251-550281 産地指導員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業関連の知識のある方

6月11日 01251-522581
認知症対応型共同生活介
護
介護従事者

一般 ¥144,220 ～ ¥160,460 不問 夕張市
ホームヘルパー２級以上又は介護福祉士あれ
ば尚可
普通自動車免許（AT限定可）

不問

6月11日 01251-499081 事務職 一般 ¥152,300 ～ ¥400,000 30歳以下 夕張市 普通運転免許 不問

6月11日 01251-416381 営業職 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月11日 01110-2902981 事務員 一般 ¥134,460 ～ ¥134,460 不問
岩見沢市

不問 不問

6月11日 01110-2901681 事務員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 59歳以下
岩見沢市

不問 不問

6月11日 01110-2729881 化粧品販売員 パート ¥810 ～ ¥900 不問
岩見沢市

不問 不問

6月11日 01240-12212281 精肉技術職 一般 ¥191,000 ～ ¥339,000 64歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 精肉部門での経験3年以上

6月11日 01190-5583181 受注受付事務補助 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通運転免許 パソコン操作経験

6月11日 01010-22390381 リサイクル業務 一般 ¥173,000 ～ ¥173,000 不問 苫小牧市 不問 不問

6月11日 13040-66498281 介護スタッフ 一般 ¥192,000 ～ ¥219,000 67歳以下 苫小牧市
介護職員初任者研修資格・
ホームﾍﾙﾊﾟｰ２級以上 不問

6月11日 01190-5561981 部品配達員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月11日 14150-12449781 事務スタッフ 一般 ¥144,000 ～ ¥160,000 69歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月11日 01230-11309481 一般事務員 一般 ¥148,000 ～ ¥198,200 44歳以下 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月11日 01190-4997681 ホームヘルパー パート ¥1,639 ～ ¥1,699 18歳以上 苫小牧市 ホームヘルパー２級以上 不問

6月11日 01230-11682481 一般事務員 一般 ¥145,860 ～ ¥145,860 不問 札幌市 不問 事務実務経験者

6月11日 01240-11978281 販売員 一般 ¥126,280 ～ ¥126,280 不問 江別市 不問 不問

6月11日 01232-1341481 学童保育支援員 パート ¥850 ～ ¥880 不問 江別市 不問 不問

6月11日 01230-11297881 一般事務員 一般 ¥240,000 ～ ¥260,000 不問 札幌市 普通運転免許（AT限定可）必須 事務実務経験者

6月11日 13070-53085681 調理スタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥270,100 18歳以上 千歳市 不問 不問
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6月11日 13070-53076381 ホールスタッフ 一般 ¥190,000 ～ ¥270,000 18歳以上 千歳市 不問 不問

6月11日 01250-3489381 一般事務員 一般 ¥97,200 ～ ¥97,200 不問 千歳市 不問
ワード・エクセルの定型フォーム入力
できる程度

6月11日 01250-3485881 製袋機械オペレーター 一般 ¥176,000 ～ ¥176,000 18歳以上 千歳市 不問 不問

6月11日 01250-3481981 清掃員 パート ¥850 ～ ¥890 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月11日 01110-2889981 介護職員 一般 ¥142,000 ～ ¥142,000 不問 恵庭市
普通運転免許（AT限定可）
介護福祉士あれば尚可 不問

6月11日 07030-4341881 販売（雑貨） 一般 ¥140,228 ～ ¥175,708 不問 恵庭市 不問 不問

6月11日 01250-3463081 営業スタッフ パート ¥900 ～ ¥1,500 不問 恵庭市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月11日 01250-3455081 事務局スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 恵庭市
普通運転免許（マイカー持込みできる方歓迎）

パソコンの基本操作（ワード・エクセ
ル）

6月11日 01010-22212981 カフェ店員 一般 ¥160,000 ～ ¥185,000 35歳以下 千歳市 不問 不問

6月11日 01250-3113781 受付・歯科助手 一般 ¥140,000 ～ ¥215,000 不問 恵庭市 不問 経験者

6月1日 13130-16997781 販売員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 札幌市 不問 不問

6月1日 01010-20752081 調理補助 一般 ¥150,500 ～ ¥150,500 不問 札幌市 不問 不問

6月1日 01010-20719181 受付事務管理員 一般 ¥160,950 ～ ¥171,950 18歳以上 札幌市 不問 不問

6月1日 13080-45023581
マーケティング・エグゼグティ
ブ 一般 ¥200,000 ～ ¥200,000 64歳以下 千歳市 不問 不問

6月1日 01250-3107281 清掃員 一般 ¥170,000 ～ ¥230,000 不問 千歳市 不問 不問

6月1日 01250-3104481 一般事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥180,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月1日 01250-3101681 レンタカー受付スタッフ パート ¥825 ～ ¥825 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月1日 01010-21261281 販売員 一般 ¥151,200 ～ ¥184,800 不問 千歳市 不問 不問

6月1日 01250-3081481 液体肥料製造スタッフ 一般 ¥124,740 ～ ¥124,740 不問 千歳市 不問 不問

6月1日 01230-11124581 セールスドライバー 一般 ¥189,300 ～ ¥220,900 64歳以下 千歳市 普通運転免許（AT限定不可） 不問

6月1日 01010-20904281 外来受付業務 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 千歳市 不問 不問

6月1日 01250-3074781 販売スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 千歳市 不問 不問
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6月1日 01250-3073481 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

6月1日 01010-20737381 清掃スタッフ 一般 ¥162,750 ～ ¥162,750 不問 千歳市 不問 不問

6月1日 01250-3065481 学童クラブ指導員 一般 ¥129,200 ～ ¥140,600 不問 千歳市 不問 不問

6月1日 01010-20595981 作業所事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥170,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 基本的パソコン操作できる方

6月1日 01250-3048981 総務事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 恵庭市 不問
パソコン(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ)基本
操作ができる方

6月1日 01110-2572981 カー用品販売員 一般 ¥111,000 ～ ¥111,000 59歳以下
岩見沢市
滝川市
北見市

普通運転免許（AT限定可） 不問

6月1日 01110-2563681 施設管理員 一般 ¥143,000 ～ ¥170,000 64歳以下 岩見沢市 中型自動車免許（8t限定不可） 不問

6月1日 01010-21088181 調理員 一般 ¥156,240 ～ ¥190,960 不問 岩見沢市 不問 不問

6月1日 01110-2547981 介護職員 一般 ¥147,000 ～ ¥147,000 18～64歳 岩見沢市 不問 不問

6月1日 01190-4971681 調達業務員 一般 ¥147,000 ～ ¥186,500 不問 苫小牧市 不問 不問

6月1日 01190-4963681 一般事務員 一般 ¥141,000 ～ ¥160,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（通勤用） パソコン入力操作

6月1日 01190-4937381 調理員 一般 ¥137,500 ～ ¥137,500 59歳以下 苫小牧市 不問 不問

6月1日 01190-4914581 歯科助手 一般 ¥139,000 ～ ¥190,000 不問 苫小牧市 不問 歯科助手経験

6月1日 01190-4903081 オートスタンドスタッフ パート ¥812 ～ ¥812 60歳以上 苫小牧市 不問 不問

6月1日 01190-4897281 フロント・ベッドメイク 一般 ¥183,500 ～ ¥183,500 18歳以上 苫小牧市 不問 不問

5月31日 01240-10740481 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問

5月31日 01040-3913881 農産営業 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 59歳以下 由仁町 普通運転免許（AT限定不可） 不問

5月31日 01251-685081 介護スタッフ パート ¥815 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

5月31日 01010-21018481 調理師 一般 ¥176,000 ～ ¥228,800 不問 夕張市 調理師免許 不問

5月31日 01251-555981 金属部品製造 一般 ¥150,000 ～ ¥280,000 35歳以下 夕張市 普通運転免許 不問

5月31日 01251-550281 産地指導員 一般 ¥198,500 ～ ¥339,000 不問 夕張市 不問 農業関連の知識のある方

5月31日 01251-499081 事務職 一般 ¥152,300 ～ ¥400,000 30歳以下 夕張市 普通運転免許 不問
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5月31日 01251-423081 施設介護職員 一般 ¥145,000 ～ ¥190,000 18歳以上 夕張市
普通運転免許必須
介護福祉士あれば尚可
（資格手当あり）

不問

5月25日 01251-667281 介護職員 一般 ¥141,900 ～ ¥322,500
18歳～
　　　59歳

栗山町 不問 不問

5月25日 01251-599581
生花スタッフ
(主に配送業務）

パート ¥820 ～ ¥820 不問 栗山町 普通運転免許 不問

5月25日 01251-544081 調理補助 パート ¥900 ～ ¥1,000 不問 栗山町 不問 不問

5月25日 01251-502181 接客サービス販売員 一般 ¥215,000 ～ ¥315,000 59歳以下 栗山町
普通運転免許（AT限定不可）
危険物丙種又は乙4種あれば尚可

営業や接客の経験が
あると望ましい

5月25日 01020-5022381 フロント事務 一般 ¥190,000 ～ ¥210,000 不問 栗山町 不問 不問

5月25日 01251-622781 看護助手 一般 ¥149,600 ～ ¥149,600 18歳以上 長沼町 不問 不問

5月25日 01251-317281 生活支援員 一般 ¥158,800 ～ ¥172,000 18歳以上 長沼町
普通運転免許（必須）
福祉・介護資格あれば尚可

不問

5月25日 01240-10740481 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問

5月25日 01040-3913881 農産営業 一般 ¥210,000 ～ ¥250,000 59歳以下 由仁町 普通運転免許（AT限定不可） 不問

5月25日 01251-358281 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 由仁町 不問 不問

5月25日 01251-665781 看護職兼機能訓練指導員 パート ¥1,100 ～ ¥1,100 不問 夕張市 准看護師又は看護師 不問

5月25日 01251-553381 施設介護職員 一般 ¥179,200 ～ ¥205,818 18歳以上 夕張市 介護福祉士 不問

5月25日 01250-1523281 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

5月24日 01190-4886481 清掃員 一般 ¥123,670 ～ ¥123,670 不問 苫小牧市 不問 不問

5月24日 01190-4869481 事務員 一般 ¥179,520 ～ ¥179,520 40歳以下 苫小牧市 不問 不問

5月24日 01190-4839181 調理員 パート ¥950 ～ ¥950 不問 苫小牧市 不問 不問

5月24日 01190-4822181
清掃スタッフ
（フェリーターミナル）

パート ¥1,000 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 不問 不問

5月24日 01250-3039681
フィットネスクラブでの
トレーナー業務

一般 ¥150,000 ～ ¥230,000 不問 恵庭市 不問 不問

5月24日 01250-3024481 一般事務員 一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 恵庭市 不問
パソコン(ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙ)基本
操作ができる方

5月24日 01250-3016481 フロント受付スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥300,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月24日 01250-2988381 賃貸物件管理スタッフ 一般 ¥178,000 ～ ¥239,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問
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5月24日 01250-2982481
歯科衛生士・歯科助手
受付

パート ¥850 ～ ¥1,000 不問 恵庭市 不問 不問

5月24日 01010-19945581 清掃スタッフ パート ¥840 ～ ¥1,000 不問 千歳市 不問 不問

5月21日 01240-10737081 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 栗山町 不問 不問

5月21日 01251-657781 事務員(一般事務） 一般 ¥135,000 ～ ¥190,000 40歳以下 栗山町 普通運転免許 パソコン操作(ｴｸｾﾙ基本)

5月21日 01010-19040981 介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥195,000 64歳以下 栗山町 不問 不問

5月21日 01251-600081
栗山公園管理・動物園管
理
作業スタッフ

パート ¥850 ～ ¥850 不問 栗山町 普通運転免許 不問

5月21日 01251-599581 生花スタッフ パート ¥820 ～ ¥820 不問 栗山町 普通運転免許 不問

5月21日 01251-564981 水道工事作業員 一般 ¥180,000 ～ ¥250,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

5月21日 01251-560181 歯科受付兼助手 一般 ¥160,000 ～ ¥175,000 不問 栗山町 不問 実務経験者

5月21日 01251-539981 製造補助 一般 ¥136,500 ～ ¥157,000 不問 栗山町 不問 不問

5月21日 01010-15259881 介護職員・生活相談員 パート ¥810 ～ ¥900 不問 栗山町 不問 不問

5月21日 01251-501281 あいすの家販売員 一般 ¥139,000 ～ ¥201,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

5月21日 01251-459981 ホームヘルパー パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 栗山町
ホームヘルパー２級以上
普通自動車免許

不問

5月21日 01251-445881 工場作業員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

5月21日 01020-5022381 フロント事務 一般 ¥190,000 ～ ¥210,000 不問 栗山町 不問 不問

5月21日 01020-5019881 フロントマネージャー 一般 ¥210,000 ～ ¥230,000 不問 栗山町 不問 不問

5月21日 01251-412881
デイサービスセンター
介護職員

パート ¥810 ～ ¥830 不問 栗山町 普通運転免許 不問

5月21日 01251-297381 事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥230,000 不問 栗山町 普通運転免許
実務経験5年以上
パソコン操作できる方

5月21日 01251-656481 施設管理者 パート ¥820 ～ ¥820 不問 長沼町 不問 不問

5月21日 01251-624281 鉄工・溶接工 一般 ¥158,000 ～ ¥270,000 不問 長沼町 不問 不問

5月21日 01251-622781 看護助手 一般 ¥149,600 ～ ¥270,000 18歳以上 長沼町 不問 不問

5月21日 01251-478781 施設介護職員 一般 ¥122,010 ～ ¥122,010 18歳以上 長沼町 不問 不問
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5月21日 01251-545381
コンクリート製品製造スタッ
フ

一般 ¥140,000 ～ ¥140,000 不問 長沼町
普通運転免許
（通勤用・業務運転なし）

不問

5月21日 01251-389481 施設給食調理スタッフ パート ¥830 ～ ¥830 不問 長沼r町 不問 不問

5月21日 251-323781 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 不問 長沼r町 不問 不問

5月21日 01251-335081 鶏の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 由仁町 普通運転免許 不問

5月21日 01240-10740481 施設清掃スタッフ パート ¥810 ～ ¥810 62歳以下 由仁町 不問 不問

5月21日 01251-643381 看護職員 一般 ¥175,000 ～ ¥243,000 不問 由仁町
正看護師又は准看護師
普通自動車免許

パソコン操作が出来れば尚可

5月21日 01251-550281 産地指導員 一般 ¥197,500 ～ ¥337,000 不問 夕張市 不問 不問

5月21日 01010-15694981 訪問介護員 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 64歳以下 夕張市
ホームヘルパー２級以上
介護職員初任者研修
普通自動車免許（AT限定可/
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ不可）

不問

5月21日 01251-499081 事務職 一般 ¥152,300 ～ ¥400,000 30歳以下 夕張市 普通運転免許 不問

5月21日 01251-354581 経理事務 一般 ¥197,500 ～ ¥337,000 不問 夕張市 不問 経理経験ある方

5月21日 01251-339581 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

5月21日 01250-15223281 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

5月21日 01251-283481 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

5月18日 01250-2968881 販売員 パート ¥850 ～ ¥950 不問 千歳市 不問 不問

5月18日 01010-19847381 食器洗浄業務 パート ¥820 ～ ¥960 不問 恵庭市 不問 不問

5月18日 01040-5916781 事務 一般 ¥150,000 ～ ¥165,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月18日 01250-2951181 倉庫内作業員 一般 ¥155,000 ～ ¥300,000 不問 千歳市 不問 不問

5月18日 01240-10513481 訪問入浴ﾍﾙﾊﾟｰ パート ¥1,069 ～ ¥1,069 不問 千歳市 不問 不問

5月18日 01250-2914581 経理事務員 一般 ¥135,000 ～ ¥185,000 不問 恵庭市 不問
パソコン(ﾜｰﾄﾞ/ｴｸｾﾙ)操作のできる方
実務経験者尚可

5月18日 01010-19013381
介護事業所内厨房補助
スタッフ

パート ¥910 ～ ¥910 64歳以下 千歳市 不問 不問

5月18日 01250-2934281
総合職(営業・事務・その
他）

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

普通運転免許（AT限定可） 不問

5月18日 01190-4764781 歯科助手 一般 ¥150,000 ～ ¥150,000 不問 苫小牧市 不問 不問
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5月18日 01190-4732881 一般事務 一般 ¥165,000 ～ ¥190,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（通勤用）
事務業務経験、
ﾊﾟｿｺﾝ操作経験

5月18日 01190-4716881 介護員 一般 ¥155,000 ～ ¥170,000
１８歳～
５９歳

苫小牧市 普通運転免許 不問

5月18日 01190-4708881 一般事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥175,000 不問 苫小牧市 不問
業務でのパソコン
操作経験

5月10日 01251-554681 介護職員(夜勤あり） 一般 ¥202,600 ～ ¥202,600 18歳以上 夕張市
ホームヘルパー２級以上
又は介護職員初任者研修
普通自動車免許（AT限定可）

不問

5月10日 01251-550281 産地指導員 一般 ¥197,500 ～ ¥337,000 不問 夕張市 不問 不問

5月10日 01010-15694981 訪問介護員 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 64歳以下 夕張市
ホームヘルパー２級以上
又は介護職員初任者研修
普通自動車免許（AT限定可）
ペーパードライバー不可）

不問

5月10日 01251-411781
認知症対応型共同生活介
護
介護従事者

パート ¥810 ～ ¥830 不問 夕張市 不問 不問

5月10日 01251-339581 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

5月10日 01250-1523281 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

5月10日 01251-283481 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

5月10日 01251-614781
グループホーム
介護従事者

パート ¥820 ～ ¥900 不問 由仁町 不問 不問

5月10日 01251-335081 鶏の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 由仁町 普通運転免許 不問

5月10日 01190-3989481 事務補助員 一般 ¥150,000 ～ ¥180,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月10日 01190-4001381 一般事務員 一般 ¥142,560 ～ ¥149,600 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月10日 01190-4018081 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） パソコン操作経験者

5月10日 01190-4021481 医療事務員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 苫小牧市 不問 不問

5月10日 01190-4245081 調理員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 苫小牧市 不問 不問

5月10日 01190-4644881 一般事務員 一般 ¥160,000 ～ ¥200,000 不問 苫小牧市 不問 パソコン操作経験者

5月10日 01010-18444381 施設警備員 一般 ¥140,130 ～ ¥155,700 18歳以上 苫小牧市 不問 不問

5月10日 01230-9755681 営業員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月10日 01190-4667581 ルート配送スタッフ 一般 ¥160,000 ～ ¥225,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定不可）
ﾊﾟｿｺﾝ操作可能な方
（基本程度）

5月10日 01010-18749881 受付・販売員 一般 ¥115,000 ～ ¥125,000 不問 札幌市 不問 不問
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5月10日 01250-2489081 一般事務・経理事務員 一般 ¥140,000 ～ ¥150,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月10日 01250-2507181 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥850 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） 不問

5月10日 01031-788181 接客・販売・調理業務 一般 ¥227,000 ～ ¥288,000 不問 千歳市 不問 不問

5月10日 01250-2708881 一般事務員 一般 ¥155,000 ～ ¥190,000 不問 恵庭市 普通運転免許（AT限定可）
ﾊﾟｿｺﾝ操作可能な方
（ワ－ド・エクセル）

5月10日 01250-2854281 経理事務員 一般 ¥150,000 ～ ¥160,000 不問 千歳市 普通運転免許 事務経験者

5月10日 01250-2855181 一般事務員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 千歳市 普通運転免許 不問

5月10日 01060-885881 店舗販売員 一般 ¥149,500 ～ ¥149,500 不問 千歳市 不問 不問

5月10日 01250-2878781 商品管理事務員 一般 ¥142,000 ～ ¥142,000 不問 千歳市 不問 不問

5月10日 01250-2890381 窓口受付業務 一般 ¥140,000 ～ ¥150,000 35歳以下 千歳市 不問 不問

5月10日 01250-2899081 洋菓子製造スタッフ 一般 ¥150,000 ～ ¥250,000 不問 千歳市 不問 洋菓子製造経験者

5月10日 13170-22049381 店舗スタッフ 一般 ¥230,052 ～ ¥362,538 18歳～44歳 恵庭市 不問 不問

4月27日 01251-358281 清掃作業員 パート ¥865 ～ ¥865 不問 夕張市 不問 不問

4月27日 01251-335081 豚の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 夕張市 普通運転免許 不問

4月27日 01190-3912981 販売員 一般 ¥143,000 ～ ¥170,000 18歳以上 苫小牧市 不問 不問

4月27日 04010-28402781 生産技術員 一般 ¥220,000 ～ ¥319,500 62歳以下 苫小牧市 不問
何らかの製品の生産ラインにおける
生産技術業経験

4月27日 04010-28403881 生産技術員 一般 ¥220,000 ～ ¥319,500 62歳以下 苫小牧市 不問
何らかの製品の生産ラインにおける
生産技術業経験

4月27日 01070-2288981 介護職員 パート ¥880 ～ ¥1,000 不問 苫小牧市 普通運転免許（AT限定可） 不問

4月27日 01190-3938981 技術職(発電設備保守） 一般 ¥221,000 ～ ¥301,000 18～35歳 苫小牧市 普通運転免許 不問

4月27日 01190-3937681 水産加工場スタッフ 一般 ¥170,000 ～ ¥190,000 59歳以下 苫小牧市
普通運転免許（AT限定可）　(大型自動車運転
免許あれば尚可）

不問

4月27日 01190-3933281 カウンター受付・清掃員 パート ¥811 ～ ¥811 不問 苫小牧市 不問 不問

4月27日 01071-457981 洗浄業務 パート ¥850 ～ ¥850 不問 苫小牧市 普通運転免許（通勤用） 不問

4月27日 01250-2484481 窓口受付業務 一般 ¥143,667 ～ ¥160,667 35歳以下 千歳市 不問 不問
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4月27日 01250-2471081 職業指導員 パート ¥830 ～ ¥830 不問 恵庭市 不問 不問

4月27日 01250-2467481 看護師・准看護師 パート ¥1,100 ～ ¥1,300 不問 千歳市 看護師又は准看護師 不問

4月27日 01250-2464681 生活支援員 パート ¥810 ～ ¥810 不問 千歳市
介護職員初任者研修資格
ホームﾍﾙﾊﾟｰ２級以上 不問

4月27日 01250-2446081 ラーメン店スタッフ パート ¥830 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問 不問

4月27日 01250-2444281
アフターサービス・リフォー
ム工事担当者

一般 ¥240,000 ～ ¥280,000 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定不可) 不問

4月27日 01250-2443881 受注代行業務スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 恵庭市 不問 不問

4月27日 01250-2426781 キッチンスタッフ 一般 ¥210,460 ～ ¥210,460 18～64歳 千歳市 不問 不問

4月27日 01250-2425481 ホールスタッフ 一般 ¥210,460 ～ ¥210,460 18～64歳 千歳市 不問 不問

4月27日 01250-2421381 介護職員 一般 ¥160,000 ～ ¥160,000 18歳以上 千歳市
介護職員初任者研修資格
（旧ﾍﾙﾊﾟｰ２級）以上
普通運転免許（通勤用）

不問

4月27日 01250-2415681 歯科受付・事務スタッフ 一般 ¥155,000 ～ ¥205,000 不問 恵庭市 不問 不問

4月26日 01010-15683381 訪問介護I員(ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ) 一般 ¥175,000 ～ ¥175,000 64歳以下 夕張市

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ２級
介護職員初任者研修
普通自動車免許(AT限定可）
ペーパードライバー不可

不問

4月26日 01251-499081 事務職 一般 ¥152,300 ～ ¥400,000 不問 夕張市 普通運転免許 不問

4月26日 01251-355481
豚肉加工食品等製造ス
タッフ

一般 ¥151,200 ～ ¥151,200 不問 夕張市 不問 不問

4月26日 012510-339581 介護員 一般 ¥161,000 ～ ¥161,000 不問 夕張市 不問 不問

4月26日 01251-283481 工場作業員 一般 ¥143,000 ～ ¥165,000 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

4月26日 01251-522581
認知症対応型共同生活介
護
介護従事者

一般 ¥144,220 ～ ¥160,460 不問 夕張市
普通運転免許、ヘルパー２級、介護福祉士あれ
ば尚可

不問

4月26日 01250-1523281 一般事務員 一般 ¥162,500 ～ ¥162,500 不問 夕張市 普通運転免許（通勤用） 不問

4月26日 01251-523481 清掃員 一般 ¥122,010 ～ ¥122,010 不問 長沼町 普通運転免許（通勤用） 不問

4月26日 01020-5173881 宅配員 一般 ¥145,000 ～ ¥145,000 不問 長沼町 普通運転免許（AT限定可） 不問

4月26日 01251-485581 豆腐工房作業員 一般 ¥150,000 ～ ¥200,000 不問 長沼町 不問 不問

4月26日 01251-360681 清掃員 パート ¥810 ～ ¥860 不問 長沼町 普通運転免許 不問

4月26日 01010-15340281 介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥210,000 64歳以下 栗山町 不問 不問
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4月26日 01010-15269281 介護職員 一般 ¥141,000 ～ ¥210,000 64歳以下 栗山町
普通運転免許（AT限定可）　　　　　　　　　　ホー
ムヘルパー２級以上

不問

4月26日 01251-503081 梱包作業員 一般 ¥95,370 ～ ¥100,980 不問 栗山町 不問 不問

4月26日 01251-501281 販売員 一般 ¥139,000 ～ ¥201,000 不問 栗山町 普通運転免許 不問

4月26日 01251-459981 介護職員 パート ¥1,000 ～ ¥1,100 不問 栗山町
普通運転免許　　　　　　　　　　ホームヘルパー
２級以上

不問

4月26日 01020-5022381 フロント事務員 一般 ¥190,000 ～ ¥210,000 不問 栗山町 不問 不問

4月26日 01251-441981 介護職員 一般 ¥150,000 ～ ¥170,000 不問 栗山町
普通運転免許　　　　　　　　　ホームヘルパー２
級以上

不問

4月26日 01251-438281 農業機械の営業 一般 ¥185,000 ～ ¥288,000 不問 栗山町 普通運転免許（AT限定不可) 不問

4月26日 01251-388581 介護職員 一般 ¥163,000 ～ ¥230,000 18歳以上 栗山町 不問 不問

4月26日 01251-341281 一般事務員 一般 ¥135,520 ～ ¥135,520 不問 栗山町 不問 不問

4月26日 01251-335081 鶏の飼育管理 一般 ¥143,440 ～ ¥167,200 59歳以下 由仁町 普通運転免許 不問

4月26日 01251-249681 一般事務員 一般 ¥180,000 ～ ¥200,000 不問 由仁町 普通運転免許 ＰＣ基本操作できる方

3月16日 01250-1055181 （パ）書類作成業務員・その他 一般 ¥129,360 ～ ¥129,360 不問 千歳市 普通運転免許（AT限定可） ＰＣ基本操作できる方

3月16日 01250-669181 （パ）受注課出荷スタッフ 一般 ¥136,680 ～ ¥143,429 不問 千歳市 不問 不問

3月16日 01250-654381 （パ）洋菓子製造補助スタッフ 一般 ¥136,680 ～ ¥136,680 不問 千歳市 不問 不問

3月16日 01250-692281 （パ）学校給食作業スタッフ 一般 ¥136,680 ～ ¥136,680 不問 千歳市 不問 不問

3月16日 01250-964881 介護職員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 千歳市
介護職員初任者研修資格
（ﾍﾙﾊﾟｰ２級）
普通運転免許（AT限定可）

不問

3月16日 01250-1070281 一般事務員 パート ¥850 ～ ¥900 不問 恵庭市 不問
ﾊﾟｿｺﾝ操作可能な方
（定型ﾌｫｰﾑへの入力程度）

3月16日 01250-1051481 環境整備スタッフ パート ¥950 ～ ¥950 不問 千歳市 不問 不問

3月16日 01040-1764081 販売 パート ¥840 ～ ¥840 不問 千歳市 不問 不問

3月9日 01250-1053881 一般経理事務員 一般 ¥202,950 ～ ¥207,950 不問 千歳市 普通運転免許（AT可） ＰＣ基本的操作ができる方

3月9日 01250-999181 (準）看護師・准看護師 一般 ¥162,500 ～ ¥193,120 不問 千歳市 看護師又は准看護師 不問

3月9日 01250-1010481 看護師・准看護師 パート ¥1,130 ～ ¥1,130 不問 千歳市 看護師または准看護師 不問
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3月9日 01250-848681 弁当製造スタッフ パート ¥850 ～ ¥850 不問 千歳市 不問 不問

46 ページ


