
2021年2月12日（金）ちゃんと 12

清掃・配膳スタッフ募集!清掃・配膳スタッフ募集!
年齢・学歴・資格不問! 未経験者歓迎!

恵庭市恵み野南
1丁目1-6ケアステージ恵み野㈱

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-3646 担当/高橋

パ 清掃・配膳スタッフ

◆清掃・配膳スタッフ
仕　事▶�館内の清掃（特にトイレ清掃）、利用者のお世話

（簡単なスケジュール管理）、配膳、服薬確認他�
※身体介護はありません。

資　格▶�年齢・学歴・資格不問、着替えのお手伝いを確認す
る場合があるので、女性の方に限る。衛生意識の
高い方歓迎。

時　間▶9:00〜13:00、14:00〜18:00�※シフト制
給　与▶時給870円
勤　務▶�月10〜13日（週2日程度）
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）

未経験者

歓迎

千代田サービス販売㈱
〒063-0062　札幌市西区西町南1丁目2-1担当/ナリー、小堀☎011-667-8191

まずはお気軽にお問い合わせください。

仕　事▶�自動車工場での取り付け作業
資　格▶�未経験者歓迎、要普免
給　与▶�［正社員］月給174,000〜185,000円�

［パート］時給900円〜
時　間▶�8:45〜17:30（時間帯は応相談）
休　日▶�日曜・祝日、他、会社カレンダーによる�

★年間休日100日
待　遇▶�残業手当、制服貸与、車通勤可、社保完備、�

昇給・賞与有（昨年度実績/4.5ヶ月分)、�
交通費実費支給（上限月4万円迄）

勤務先▶�大手カーディーラー受渡センター内�
①恵庭市北柏木町3丁目73�
②苫小牧市新開町2丁目7-1

人気の

日勤

経験者

優遇
女性も
活躍中!

日曜・祝日はお休みです♬日曜・祝日はお休みです♬

自動車工場内作業自動車工場内作業スタッフスタッフ
正社員・パート

大手カーディーラーに常駐します。安定した仕事量で、安心してオシゴトできます！
正パ 自動車工場内作業

コンクリートおよび金属製品の加工販売に関わる営業スタッフを募集します。
鉄とコンクリートの技術を集約させた環境を武器に、取引を拡大している会社です！

資　格▶�未経験者歓迎、異業種からの転職もOK�
60歳まで（定年雇用止めのため）

給　与▶�月190,000〜220,000円�
※試用期間3ヶ月/同条件

時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶�日、祝　他会社カレンダーによる（月7日）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇

勇払郡安平町
追分弥生539ｰ2�
https://cosho.jpウェブサイトをリニューアルしました▶

㈱鋼商
≪千歳・恵庭からも通勤圏内!!≫約80%の社員が安平町以外から通勤中！

（千歳・恵庭・札幌・江別・苫小牧他）おだやかな環境で、車通勤も快適です♪

営業スタッフ募集!!正社員

40〜50代
営業職経験者も歓迎！
一緒に会社を支えて
ください！

20〜30代
未経験でも大丈夫！
商品知識・営業のノウハウ
イチから学びましょう！

☎0145-25-3111
まずはお電話ください！ 受付/8〜17時 担当/ツシマ

090-3118-9070

正 営業スタッフ

� まずは電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

◆用務員兼送迎バス運転手
仕　事▶�園内の各種用務作業（除草・除雪等）および送迎バス

による園児の送迎運転、送迎バスの清掃・点検�
資　格▶�大型一種免許もしくは中型免許（8t限定解除可）
給　与▶�時給870円
時　間▶�7:00〜17:30の間で実働8h�

※�①7:00〜②14:30〜③16:30〜のいずれか
2hは、シフトにより送迎業務を行います。

勤　務▶�週5日
待　遇▶�交通費規定支給、雇用・労災保険

☎34-0708【受付/9〜17時】
担当/小原

◆清掃・保育補助�★土日祝お休み！
仕　事▶�園内および建物付近の清掃、保育補助（食事の補

助等も有）
給　与▶時給870円
時　間▶9:00〜17:00の間で実働4hまたは5h
�勤　務▶�週5日
待　遇▶交通費規定支給、雇用・労災保険

65歳以上の方大歓迎!!
空いた時間で、清掃しながら子どもたちとかかわりませんか!?

清掃・
保育補助

用務員兼
バス運転手

恵庭市桜町
3丁目9-1

ススタタッッフフ募募集集!!!!
大人の常識を越えた大人の常識を越えたこどもの世界こどもの世界を体験しませんか！？を体験しませんか！？

パ 清掃･保育補助、用務員兼送迎バス運転手

資　格▶�［正］要普免（AT限定可）、介護職員初任者研修修了�
　　（旧ヘルパー2級）、介護福祉士あれば尚可�
［パ］要普免（AT限定可）

時　間▶�［正］8:15〜17:15（休憩1h）�
［パ］9:00〜17:00の間で応相談�
　　★小さなお子様のいる方もお気兼ねなくご相談ください。

休　日▶�完全週休2日（日曜+他1日、シフト制）、年末年始
（12/31〜1/3）�※土曜・祝日勤務できる方歓迎

勤　務▶�［パ］応相談（日曜定休）

給　与▶�［正］月給170,000〜230,000円�
　　(各種手当含む)　※年齢・経験により優遇�
［パ］時給861円以上��
　　★有資格者は時給900円以上�
※正・パともに資格手当有（介護職員初任者研修
　修了/月3,000円、介護福祉士/月5,000円）

待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、試用期間3ヶ月有、各社
保完備、車通勤可（駐車場有）�［正のみ］賞与年2回有

※�正職員を希望する、コロナ禍により離職された方には≪異業種
チャレンジ奨励金（30万円）≫を道から支給される場合があり
ます（規定有）。【令和2年度�北海道異業種チャレンジ奨励事業】

☎0123-34-8130こちらにご連絡
ください！ ▶

まずはお気軽にご連絡ください。ブランクのある方、未経験の方
でも充実した研修制度があり、親切・丁寧な指導で安心！ 
介護のお仕事を始めてみたい方、施設の見学だけでも大丈夫です。
転職をお考えの方は、入社日についてもご相談ください。

介護職員介護職員安定収入！安定収入！
未経験未経験の方の方でもでも大丈夫！大丈夫！
不況不況でで

もも
あなたのあなたの経験経験をを
ぜひ介護の仕事にぜひ介護の仕事に
活かしてください！活かしてください！

デイサービスセンター
らいふてらす恵庭中島
恵庭市中島町1丁目11-3
HP▶http://life-terrace.jp/ 是非ブログをご覧ください！  興味を持って頂けるはず♬

募募
集集

正職員

パート

正パ 介護職員

㈱ヒューマンインプリンク㈱ヒューマンインプリンク
千歳支社千歳支社

一般労働者派遣事業/派01-300271 有料職業紹介事業/01-ユ-300107一般労働者派遣事業/派01-300271 有料職業紹介事業/01-ユ-300107

千歳市柏台南1丁目3-1千歳市柏台南1丁目3-1

☎0123-25-3221まずはお気軽にお電話ください♪

あなたのあなたの

千歳市
♥Wワークが好き

ドーナツ製造スタッフ

資　格▶不問
給　与▶時給1,438円
休　日▶週3〜4日��※シフト制
時　間▶22:00〜翌3:00

千歳市 キッチン用品の販売スタッフ
♥接客業が好き
資　格▶接客･販売の経験がある方大歓迎
給　与▶時給1,000円
休　日▶週休2日制　
時　間▶9:30〜20:30の間で7.5h�※シフト制

共通項目 待　遇▶�交通費実費支給、各種保険完備恵庭市 サッシの製造･組立スタッフ
♥もの作りが好き
資　格▶未経験者歓迎、男女活躍中
給　与▶時給1,000円
休　日▶土日祝
時　間▶8:20〜17:20

事務スタッフ事務スタッフもも
同時募集中!同時募集中! ホームページは

コチラから!

他にもお仕事
あります!

好き好きと一緒にと一緒に
　働けるお仕事　働けるお仕事

派 下記参照
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＼仕事探すなら／

仕　事▶�アパート等の入退去の立会いや、家賃管理、入居者案
内、データ入力、アパートの手入れ等の管理業務の補助

資　格▶�要普通免許、パソコン操作(入力程度)可能な方、年齢・学
歴不問、水道周りの水漏れ修理等の経験がある方歓迎

給　与▶�時給950円
時　間▶�9:00〜18:00　※応相談
勤　務▶�週2日〜　※仕事が少ないときはお休みOK�

★ご自身で出勤日を調節できます。
待　遇▶車通勤可、社有車有
勤務先▶千歳市・恵庭市他

恵庭市
漁町102-1

■建物サービス業、清掃業、リフォーム業

採用係お気軽にお問合せ下さい！ ☎35-5555

ア 管理業務補助

定年退職後の方の応募も歓迎
管理業務補助管理業務補助募集!!募集!!

2021
年度
ゴルフ場ゴルフ場

★初めてでも安心!!
　未経験の方も親切に指導いたします。
★従業員食堂完備!!
★土日・祝日に出勤すると、育児手当支給あり!!�
　※小学生3年生以下のお子さんがいる家庭が対象です。

準パ 下記参照

◆フロントスタッフ
給　与▶�準/日給7,500円〜　パ/時給950円〜
◆レストランホール
給　与▶パ/時給950円〜
◆調理補助・厨房洗い場
給　与▶パ/時給950円〜
◆レストラン調理
給　与▶準/日給7,500円〜
◆マスター室業務・ポーター業務
給　与▶パ/時給950円〜
◆コース管理
給　与▶パ/時給1,000円〜
◆キャディ
給　与▶�準/日給10,000円〜（1ラウンド）�

※2ラウンド手当別途支給
◆館内清掃
給　与▶パ/時給950円〜
◆コース売店
給　与▶パ/時給950円〜

《共通項目》
期　間▶4月〜11月
時　間▶6:00〜19:00の間で交替制
　　　　準/実働7h20m　パ/実働3h〜6h
　　　　※職種・季節により時間が異なります
休　日▶�月6日〜7日以上（職種により異なります）�

★勤務時間・出勤日数にご希望がある方は
　ご相談ください（短時間勤務可）

資　格▶マイカー通勤可能な方
待　遇▶�各種社保完備（準社員）、制服貸与

期間社員（準社員・パート）��
★4月〜11月勤務

〒059-1365　苫小牧市植苗341番地

㈱グランビスタホテル&リゾート  

エミナゴルフクラブ・アイリスゴルフクラブ

受付/9〜17時　担当/採用係

まずはお気軽にお電話ください。

☎0144-55-5545

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

資　格▶�要普通免許�
（免許取得1年以上、AT限定可）�
※長期勤務出来る方

時　間▶8:30〜17:30
勤　務▶�月〜金曜（週5日勤務）�

※週40h（変形労働時間制）
休　日▶原則土・日曜
給　与▶月給200,000円〜
待　遇▶��交通費規定支給、制服貸与、有給休暇、車通勤可、�

社保完備、慶弔見舞金等共済会、昇給有

�顔なじみの「いつものお客様」に、生協のサービスをお届け！

■生活協同組合　〒066-0077 千歳市上長都3-1

コープ宅配システム
トドック千歳センター

電話連絡の上、写真付履歴書を持参ください。  
※運転適性検査があります。

〈受付〉月〜金曜/9〜21時、土曜/9〜18時�※日曜休み
0120-502-112応募

◎月20万円〜稼げる！ ◎主婦（夫）の方活躍中♪

ルート宅配ス
タ
ッ
フ

1.5tトラックを使用します。
普通免許普通免許でOK！でOK！

体験同乗OK！

★�千歳圏内のみ！�
ルートが決まっているので、�
地理が苦手でも大丈夫！月月2020万万　　円円〜〜 積み込み

カンタン♪
毎週土日
お休み♪

契 ルート宅配スタッフ

恵庭市北柏木町3丁目74-1 
写真付き履歴書を郵送ください。 追って面接日をお知らせいたします。

学校給食配送学校給食配送
ドライバー募集!!ドライバー募集!!

☎0123-32-1111
テーオー運輸株式会社

担当/世永（よなが）

仕　事▶�恵庭市内の中学校へ給食コンテナの�
配送と回収業務

資　格▶中型自動車免許(8t限定不可）
時　間▶�9:00〜15:00の間で5h程度
休　日▶�土日祝、他（学校の休み期間等）�

※年間184日程度の勤務です。
給　与▶日給5,000円
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）�

〒061-1433

パ 学校給食配送ドライバー

㈱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

千歳市日の出1丁目1-66

◆品出し
給　与▶�［一般］時給874円　［学生］時給871円
時　間▶17:00〜21:00

◆レジ�★勤務日数応相談
給　与▶�［一般］時給900円�※17時以降は時給950円�

［学生］時給871円
時　間▶�①14:00〜18:00�②17:00〜21:00

◆食肉
給　与▶�［一般］時給877円　［学生］時給871円
時　間▶�①8:30〜13:00�②13:00〜17:00�

③17:00〜21:00

◆ベーカリー
給　与▶�［一般］時給874円　［学生］時給871円
時　間▶�①8:30〜13:00�②16:00〜20:20�

◆デリカ�★勤務日数応相談
給　与▶�［一般］時給909円　［学生］時給871円
時　間▶�①8:00〜13:00�②8:00〜17:00（休憩1時間）

応募 ☎26-6660 [担当] 店長

千歳店

スタッフ増員募集!!

千歳店千歳店に

リニューアルオープン!!

ビッグハウス千歳店が
2/
   25

（木）

Web応募
もOK

アパ 下記参照
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