
2020 年 12 月 4 日（金）ちゃんと 12

給　与▶�①時給870円 ②時給920円
時　間▶�①8:00〜12:00、13:00〜17:00�②18:00〜22:00
勤　務▶週3日〜OK（シフト制）　休　日▶�日曜、祝日、他

①昼清掃 ②夜清掃/我汝会えにわ病院パート

厨房（調理補助）/我汝会えにわ病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

フルタイム

パート
給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00〜19:30の間で実働4〜8h　
勤　務▶シフト制（応相談）

給　与▶�時給870円
時　間▶�①8:00〜12:00�②13:00〜17:00�

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶�日曜、祝日、他

清掃/恵庭南病院 ★扶養範囲内パート

㈱道央環境センター㈱道央環境センター 恵庭市本町27番地恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服貸与、
交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通
項目

清掃/ラ･デュース恵み野パート

給　与▶�時給870円
時　間▶8:00〜14:00の間で実働2.5〜5.5h
休　日▶シフト制　※勤務日要相談

パ 下記参照

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

休　日▶�シフト制　
待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

〈正社員〉

4tトラック
乗務員

仕　事▶�4トントラックでの配送業務
時　間▶�7:00〜16:00�

※早出、時間外勤務有
勤　務▶�週5〜6日
給　与▶�月給22〜27万円（時間外含む）
資　格▶�中型免許
仕　事▶�タクシーの配車係および事務
時　間▶�7:30〜19:00（実働8h）�

※時間外勤務有
勤　務▶�週5日程度
給　与▶�月給16万円〜（時間外含む）

配車係
および

事務補助

〈正社員〉

時　間▶�日勤/8:00〜17:00（実働8h）��
　　�※時間外勤務有�
隔日勤務/8:00〜24:00�
　　　　�※早出・時間外勤務有�
※�日勤・隔日勤務のシフト制

給　与▶�月給15万円〜 
※売上により歩合給追加支給

資　格▶�普通二種以上�

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

正 下記参照

年末年始のお休みを取りやすい職場です!!
電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策を実施しています。

☎22-2241☎22-2241応募
ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

◆ 東千歳駐屯地内店舗 
バスで通勤できます！ 
●北海道中央バス ［21］日の出大通・祝梅小経由 
　東千歳駐屯地行 をご利用ください。

資　格▶��車通勤可能な方
仕　事▶陳列、揚げ物、清掃等（レジ業務はありません）
時　間▶①8:00〜12:00�②19:00〜22:00
給　与▶�時給865円
勤　務▶週3日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、ダブルワーク・�

シニア・学生可、社会保険有
勤務先▶�陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

◎Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!
◎レジ業務ありません！

店内業務スタッフ募集!!
駐屯地内駐屯地内のの
普段は入れない場所で、働いてみませんか？

ローソンです!!ローソンです!!

パ 店内業務

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
【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！

【共通項目】
勤　務▶�フリーシフト!�週1日だけでも、レギュラーで週3日等もOK!
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

◆生ケーキ専属スタッフ
期　間▶即日〜12/23
仕　事▶�ケーキにイチゴを挟む、飾り付けてクリームをのせる、

崩れないように注意しながら箱詰め
給　与▶�時給910円
時　間▶8:00〜17:00

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。応募はします。応募はお早めお早めに〜〜!!に〜〜!!

恵庭方面無料送迎バス有

今年も今年も皆勤手当皆勤手当支給!!支給!!

皆勤手当の内訳は
コチラ！

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

時給910円時給910円
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

即日▶12/23 友達同士友達同士のの
応募も歓迎応募も歓迎♫♫

◆製造補助【週1日〜OK!!】
期　間▶即日〜翌1/3
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

給　与▶�①12月/時給910円　1月以降/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

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

クリスマス・年末年始クリスマス・年末年始
特別キャンペーン特別キャンペーン♫♫

クリスマス・年末年始クリスマス・年末年始
特別キャンペーン特別キャンペーン♫♫

生ケーキ専属生ケーキ専属
アルバイトアルバイト

交通費
全額支給!!
（12月のみ）

交通費
全額支給!!3030,,000000円円最大

今年も今年も皆勤手当皆勤手当支給!!支給!!

2525,,000000円円最大

カンタン作業♪

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

　　　　　 経験不問!! ★有資格者優遇
　　　　　  朝は契約タクシーでラクラク通勤♪
仕　事▶�新千歳空港関係者の保安検査業務
資　格▶�経験不問
給　与▶�月給170,000〜180,000円 

（残業代含む） 
※資格手当有/10,000円迄

時　間▶�6:00〜14:00、14:00〜22:00、�
他（シフト交替制）�
★6時〜の場合、当社契約タクシー�
　通勤可能なので安心です。

休　日▶�月7〜8日以上
待　遇▶�社保完備（労災加入）、制服貸与、�

車通勤可、正社員登用制度有

北海道東急ビルマネジメント㈱

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F
千歳・苫小牧営業所

新千歳空港内新千歳空港内のの
保安検査業務保安検査業務です。です。

契 保安検査業務

☎0123-22-1090
電話連絡の上、後日面接を行います。電話連絡の上、後日面接を行います。

担当/スズキ

仕　事▶�入居者認知症高齢者の生活介護全般
給　与▶�月給198,693〜209,230円 

※経験・年齢・資格による  
※賞与、夜勤手当1回5,000円（月5回）、処遇改善手当を含む

時　間▶�［日勤］8:30〜17:30��［早出］6:30〜15:30�
［夜勤］15:30〜翌9:30�
※利用者状況により遅番有

勤　務▶�4週8休�★年3日特別休暇有

仕　事▶�入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶ 1勤務19,174〜19,798円
時　間▶�15:30〜翌9:30
勤　務▶�週1〜2回�※回数、時間応相談

3名
募集

待　遇▶�昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶�未経験歓迎・無資格もOK�

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可�
��（約半額の還付金制度有）

共
通
項
目

◆ グループホームえみな ゆうまいの家（千歳市勇舞7丁目10-12）
◆ 小規模多機能ホームエルムの家（千歳市長都駅前5丁目1-10）正社員

◆ サービス付き高齢者向け住宅えみな うらら家 
（千歳市長都駅前5丁目1-10）夜勤専任パート

★未経験者多数勤務しています

千歳市勇舞1丁目2-2
まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田 ㈱えみな☎23-2262（えみな�うらら家

か

）

介護職員募集中!!
株式会社えみなは株式会社えみなは「心に寄り添う介護」「心に寄り添う介護」の提供を目指しています。の提供を目指しています。

★勤務開始日応相談

※�夜勤明けの次回勤務は�
47〜71h後となります。★ えみな介護職員養成講座で初任者研修受講できます♬

080-7656-6610

見学
OK

1〜2名募集
WワークOK

正パ 介護職員

募集
仕　事▶�牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、

レジ打ちなど
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、土日働ける方
給　与▶�時給900円〜 ※試用期間/時給870円
時　間▶�7:30〜16:00、10:00〜18:30、�

12:00〜20:30��※いずれも実働7.5h
休　日▶��月8〜10日（シフト制）
待　遇▶�各種社保完備、交通費規定支給（月上限25,000

円）、車通勤可（駐車場代補助有）、�
館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇

勤務先▶�Milk�Stand�北海道興農社�
�（新千歳空港国内線ターミナル2F）

☎0145-26-2800
担当/田仲　【受付】平日�9:00〜17:30

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

販売スタッフ販売スタッフ

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々�新千歳空港国内線ターミナルビル�2F

未経験者歓迎！未経験者歓迎！

【Milk Stand 北海道興農社】
牛乳、飲むヨーグルト、カフェラテ、ソフトクリーム、 
ミルク系のお菓子を販売するミルク専門店です。

北海道の
美味しい牛乳や

乳製品を販売します！
お客様に魅力をたっぷり 
お伝えしてください♪

アパ 販売スタッフ

恵庭市戸磯201-20

◆アルバイト
時　間▶�①7:00〜11:00�

②9:00〜18:00�③17:00〜22:00�
給　与▶①③時給1,000円 ②時給920円
勤　務▶�月12〜15日�※年中無休のため、シフト制です。�

※②は土日のみの勤務OK
◆パート
時　間▶�①9:00〜18:00�②9:00〜14:00�

③12:00〜21:00
給　与▶�①③時給920円 ②時給890円 
休　日▶�①③月8〜9日�②月12〜15日�

※年中無休のため、シフト制です。

期　間▶12/15〜翌1/3
時　間▶9:00〜18:00
給　与▶時給1,000円

仕　事▶�洋生菓子の製造全般�
（商品の仕分け・出荷作業、製造準備等も有）

資　格▶�未経験者歓迎
待　遇▶�昇給年1回、交通費規定支給、車通勤可、制服

貸与、他当社規定による、各社保完備(勤務時
間による)、有給休暇

共
通
項
目

土日のみの勤務もOK

電話連絡の上､写真付履歴書持参｡「Ｑ人ナビを見た」と
お伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪ ㈱デザートランド

北海道工場応 募 ☎0123-34-0800☎0123-34-0800

コンビニコンビニ
スイーツスイーツ
一緒に製造しませんか♪一緒に製造しませんか♪
男女男女ともにともに
活躍中活躍中

シニアの方シニアの方
も活躍中も活躍中年齢

不問
未経験者未経験者
大歓迎!!大歓迎!!

短期スタッフ
募集!!

有有 名名

アパ 工場スタッフ

早速、
電話だな

＼仕事探すなら／

❸ フレスポ恵み野（恵庭市恵み野里美）
給　与▶時給870円〜
時　間▶�①8:00〜12:30�②12:30〜17:00�※実働4h
休　日▶週2〜4日（応相談）

❹ 北海道文教大学（恵庭市黄金）　★4名募集
給　与▶時給870円〜
時　間▶�①8:00〜12:30�②12:30〜16:30�※実働4h�
休　日▶土･日曜、祝日

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

☎0123-24-3771応募 平日

�入社後すぐ使える�入社後すぐ使える特別有給制度特別有給制度あり!!あり!!

★未経験者大歓迎!!
❶ 日本血液製剤機構（千歳市泉沢）
給　与▶時給870円〜
時　間▶7:00〜11:00�※実働4h
休　日▶土･日曜、祝日

❷ 千歳科学技術大学（千歳市美々）
給　与▶時給950円〜
時　間▶7:00〜10:30�※実働3.5h
休　日▶土･日曜、祝日

清掃清掃スタッフ募集！スタッフ募集！

共通項目 待　遇▶�制服貸与・交通費規定支給、�
週20時間以上勤務は雇用保険加入

パ 清掃

◆デリカ
給　与▶�［一般］時給881円 ［学生］時給871円
時　間▶�①8:00〜13:00�②17:00〜20:00
勤　務▶�週4日

応
募 ☎33-1122

恵庭市本町210
恵庭店

［応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付き履歴書をご持参ください。担当/店長 ㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

長都店
千歳市勇舞8丁目1-1

◆デリカ
給　与▶�時給881円
時　間▶�①7:00〜12:00�②8:30〜13:00

☎23-7667応
募

通常募集 通常募集

通常

年末

◆寿司製造【3名募集】
給　与▶�時給1,100円
時　間▶6:00〜12:00(休憩30分)

年末募集 ★12/31のみ！�（交通費支給なし）

◆寿司製造【1名募集】
給　与▶�時給950円
時　間▶7:00〜14:00

◆オードブル製造【4名募集】
給　与▶�時給1,000円
時　間▶5:00〜8:00

年末募集 ★12/31のみ！�（交通費支給なし）

デリカスタッフ 同時募集! Web応募も
OK!

アパ デリカスタッフ

★他の部門も募集中！希望店舗にお気軽にお問い合わせください。


