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携帯サイト↓

恵み野病院附属恵庭クリニック医療法人 北晨会
〒061-1409  恵庭市黄金南4丁目1-1

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-33-0011担当/髙橋
受付/9〜17時

看護助手看護助手募集募集
仕　事▶�看護師の補助業務（主に血液透析）、�

食事の介助、ベッドや車イスの介助、リネン交換等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給880円
時　間▶8:15〜14:00�※実働5.5h�※応相談
勤　務▶週3〜4日�※応相談
休　日▶日曜日
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、有給休暇

未経験未経験
OK！OK！

パ 看護助手

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

資　格▶�普通自動車免許、�
介護福祉士又は介護職員初任者�
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶�週5日勤務/時給1,260円〜 
週4日勤務/時給1,200円〜 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年2回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４〜5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、労災保険、通勤・車輌借上手当

ホームヘルパー募集!!ホームヘルパー募集!!

担当/木下まずは
お電話ください。

★�ご自宅を訪問し、買い物・掃除・移動・整容などを行います。
★�未経験の方でも同行しますので大丈夫です。
★�有給を取りやすい職場です。

時間相談時間相談
できます♪できます♪

☎0123-33-1120

パ 訪問介護員

時　間▶�①21:00〜24:00�②24:00〜翌8:00
給　与▶ 時給870円〜 ★昇給有 

※22〜24時、5時〜8時/時給1,088円 
※24〜翌5時/時給1,150円

勤　務▶�週1日〜�※応相談
待　遇▶��制服貸与、車通勤可、深夜割増有、�

社保・雇保完備、正社員登用の途有、�
福利厚生制度有（飲食店・カラオケ店等の特別割引優遇）

バイトデビュー、ブランクある方も大歓迎！

セブンイレブン千歳北栄店
㈱いのうえ 千歳市北栄2丁目24-5

応募
まずはお気軽にお電話ください。

☎26-2096

自由度高く働けます。

週末のみOK

WワークOK

1日3h〜OK週1日〜OK

アパ 店内業務全般　
Qua ity & Discount

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

スタッフ募集
生鮮部門生鮮部門
時　間▶�7:00〜12:00
資　格▶�土日勤務できる方大歓迎
給　与▶ 時給881円
勤　務▶週4日以上で応相談
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、

有給休暇、制服貸与

パ 店内業務

精肉 鮮魚

恵庭市北柏木町3丁目26恵庭営業所

充実の好待遇！ 資格取得制度でスキルアップも！

《共通項目》
仕　事▶�建設機械の軽整備、営業
資　格▶�高卒以上、未経験者歓迎、経験者優遇、要普免、

中型免許（入社後に会社負担にて取得）
給　与▶�大卒/月給205,805円+諸手当 

※昇給年1回有
時　間▶��8:00〜17:30（実働8h、シフト制）
休　日▶�日曜、祝日他、GW、夏季・冬季休暇�

※土曜日はシフトにより休み有�
★冬季リフレッシュ休暇有

待　遇▶�各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、交通費
規定支給、車通勤可、諸手当（超過勤務、通勤、
営業、家族、住宅）有、資格取得制度有

勤務先▶�恵庭・千歳・札幌

軽整備 正社員募集営業

冬季リフレッシュ休暇有（5日〜7日連続必取）

[履歴書送付先]
〒007-0824 札幌市東区東雁来4条1丁目1番37号
富士レンタル株式会社 管理部

☎011-786-5401
http://www.fujirental.co.jp/contact/お問合せフォーム

担当/鬼原（キハラ）

お電話にてご連絡の上、下記の住所まで写真付き履歴書を
郵送ください。書類選考後、試験日時等ご案内致します。

「Q人ナビを見ました」とお伝え頂くとスムーズです。
（メールの方は一言添えてください）

応 募

千・恵・他 正 軽整備、営業

☎0123-40-3050 有限会社ナイスケアお気軽にお電話ください。 
(受付/9〜17時)
担当/三浦・高梨

〒066-0073
千歳市北斗4丁目14-4

［パート］送迎兼業務員
仕　事▶�朝晩の職員の送迎が主なお仕事ですが、日中

は状況により施設内外での業務（簡単な清掃・
草刈・除雪など）を行っていただきます。

資　格▶�要普通免許、65歳まで�※定年雇用止めの為
給　与▶�時給875円〜  

※試用期間1ヶ月/時給861円
時　間▶�朝/7:00〜9:00　夕/17:00〜19:00　�

※日中の勤務時間は状況による�※実働6〜8h
勤　務▶週2〜3日�※状況による　�　休　日▶日曜
待　遇▶各社保完備（時間による）、交通費規定支給

デイサービスひまわり/デイサービスひまわり/千歳市北斗4丁目13-18千歳市北斗4丁目13-18【勤務先】【勤務先】

資　格▶�介護職員初任者研修修了以上、要普通免許
給　与▶�介護職員初任者研修修了者/時給900円 

介護福祉士/時給950円 
※試用期間80h/時給861円

時　間▶8:00〜17:00
休　日▶土･日曜、年末年始（12/28〜1/3）
待　遇▶�各社保完備(時間による)、昇給年1回、交通

費規定支給、資格・勤続年数・役職手当等

［パート］デイサービスでの介護業務、送迎業務も有

★介護福祉士資格保持者は正社員登用制度有

パ 下記参照

《共通項目》
期　間▶2021年�4月初旬〜11月下旬
時　間▶�平日/7:30〜　土日祝/7:00〜�

※早番・遅番交替制（職種によって異なります。）�
※勤務時間応相談

待　遇▶�各種社会保険完備、制服貸与、クラブバスにて
送迎有、自家用車通勤可（交通費支給）

仕　事▶キャディ業務
給　与▶日給8,000円〜
★�屋外で密にならない環境です。�
ゴルフ未経験の方や学生さんも大歓迎！

クラーク カントリークラブ

クラーク カントリークラブ
CCllarkark C Countryountry C Cllubub

� 電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

〒061-1266 北広島市三島113番地1
☎011-377-3131

キャディ（期間社員・アルバイト）

仕　事▶送迎バス運行・カート整備他
給　与▶時給950円〜

運転手（期間社員）

仕　事▶洗い場・調理補助
給　与▶時給900円〜

厨房（アルバイト）

仕　事▶ゴルフ用品等の販売
給　与▶時給900円〜

プロショップ（アルバイト）
仕　事▶コース整備
給　与▶時給1,100円〜

コース管理（期間社員・アルバイト）

仕　事▶レストランホールスタッフ
給　与▶時給1,000円〜

ホールスタッフ（期間社員・アルバイト）
仕　事▶ハウス内清掃
給　与▶時給900円〜

清掃（期間社員・アルバイト）

普通免許
でもOK

20212021
年度年度 スタッフ募集スタッフ募集

【4月初旬〜11月下旬までの勤務】

自家用車での通勤OK！

クラブバスクラブバス
にてにて
送迎有送迎有

研修制度
充実で
安心!!

※地域・職種によって ※地域・職種によって 
異なります。異なります。

※12/19～1/11はお休みです。※12/19～1/11はお休みです。

期ア 下記参照

時給950円〜

時給950円〜

時給1,000円〜

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

アスクゲートノースアスクゲートノース

オススメ！

求人3件
ご紹介!!

24時間受付OK！
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

ご自宅近くから職場までご自宅近くから職場まで

送迎送迎あります！あります！
来店不要！
スマホで
登録OK！

給　与▶�時給950円〜
時　間▶8:30〜17:30(実働8h)
休　日▶�基本土･日曜�※工場カレンダーによる
期　間▶即日〜翌1月末
勤務先▶千歳市

★人気のお仕事
【千歳市】洋菓子の製造補助

【恵庭市】パン製品の仕分け

給　与▶�時給950円〜
時　間▶�①9:00〜18:00�

②12:00〜21:00�
※①②どちらか希望�
　での固定勤務

休　日▶��シフト制
期　間▶12月上旬〜12月下旬　　
勤務先▶�恵庭市

★短期のお仕事です。他時間帯もあり。

【安平町】洋菓子の製造・出荷

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶���8:30〜17:30
休　日▶週休2日制�※シフト制
期　間▶即日〜長期　
勤務先▶�安平町

★学生や60歳以上の方大歓迎

千・恵・他 派 洋菓子の製造補助、パン製品の仕分け、洋菓子の製造･出荷

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南
10-1

★サッポロビール庭園駅から徒歩15分

◎�左記期間以外の勤務も可能です！

短期短期アルバイトアルバイトカンタン!!

【夜勤】�時給1,000円!
22〜翌5時は時給1,250円!!

【昼勤】強化募集中!!
働きやすい時間帯です！

◆製造補助【週1日〜OK!!】
仕　事▶�パンと具を組み合わせる盛り付け作業、�

サンドウィッチを丁寧にパックに詰める作
業、重なりや配置に注意しながらの箱詰め

時　間▶�①�昼勤/�ⓐ9:00〜18:00（休憩1h）�
　※1h程度残業の可能性有�
ⓑ14:00〜18:00�
　※1h程度残業の可能性有�
ⓒ8:00〜17:00�
　※1h程度残業の可能性有

　　　　②�夜勤/�19:00〜翌4:00（休憩1h）�
※2h程度残業の可能性有

勤　務▶�フリーシフト!�1日だけでも、レギュラーで週3
日等もOK!

給　与▶�①時給890円 
②時給1,000円 
　※22〜翌5時は深夜時給1,250円  
★月末月初手当あり！ 
　（実働6h以上の方が対象、合計6日間、最大6,000円） 
　毎月末3日間と毎月初めの3日間は、 
　1日出勤ごとに1,000円支給

資　格▶�未経験者歓迎、食品衛生上マニキュア・付け
爪・ひげは禁止、貴金属類の着用不可

待　遇▶�交通費実費支給（上限2,000円/日）、車通勤可
（無料駐車場完備）、勤務日にパンのお土産有、当
社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無
料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有

随時採用!!�集まり次第随時採用!!�集まり次第募集終了募集終了します。します。
応募は応募はお早めお早めに〜〜!!に〜〜!!

恵庭方面無料送迎バス有

皆勤手当支給!!

3030,,000000円円最大

今年も

クリスマス・年末年始
特別キャンペーン♫

①12/1〜25の間、10日以上出勤で①12/1〜25の間、10日以上出勤で+5,000円+5,000円

③12/30〜翌年1/3の間、1日出勤ごとに+1,000円
　※②③は1日実働6h以上で1日出勤扱いとなります。
④12月中:団体手当5人1組で④12月中:団体手当5人1組で最大+10,000円最大+10,000円

②12/18〜25の間、5日以上出勤で②12/18〜25の間、5日以上出勤で+10,000円+10,000円

生ケーキ
専属
アルバイト

時給910円時給910円
12/112/1▶▶12/2312/23

12月限定の特典あり！

交通費
優遇 12月は全額支給!!

［昼勤］
時給UP!! 910円890円

時給

同時募集
期間中の期間中の

数日だけ数日だけでも可！でも可！
週1日〜週1日〜
OK♪OK♪

フリーシフト！

まずはお気軽に
お電話ください！

☎0123-34-1128
受付/9〜18時�人事採用担当まで

即日▶翌1/3

友達同士の友達同士の
応募も応募も
歓迎歓迎♫♫

12月は12月は
時給910円にUP!時給910円にUP!

ア クリスマスケーキ・パン・和菓子・オードブル等の製造補助




