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お料理の好きな方歓迎!!お料理の好きな方歓迎!!

金森

☎0123-23-5090
☎0123-46-5891
千歳市高台5丁目5-2

担当/
金森

お気軽にお電話ください。

資　格▶健康な方
仕　事▶食事作りと清掃
給　与▶時給900円
時　間▶9:00〜13:00 ※応相談
勤　務▶週3日程度 ※応相談
待　遇▶交通費支給
勤務先▶ 千歳市高台5丁目5-2 

（サツドラ千歳高台店から徒歩1分）

パ 賄い

株式
会社

未経験者未経験者ももシニアシニアもも
歓迎歓迎♪♪

◆日常清掃スタッフ
給　与▶ 時給880円
時　間▶  ①7:00〜16:00（実働7h/休憩2h） 

②7:00〜10:00（実働3h） 
③7:00〜10:30（実働3.5h） 
※①〜③シフト制

勤　務▶ 週3〜6日　※希望日数応相談 
★日曜日はお休みです

待　遇▶ 労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、 
交通費規定支給、制服貸与

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番

880円
時給

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

平日9〜18時
担当/西田☎011-271-5038応募

北光管理サービス

パ 日常清掃スタッフ

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶ 16:00〜21:00、 

17:00〜22:00
給　与▶時給881～931円
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、 

交通費規定支給

日数・休日応相談！
アパ レジ

農業生産法人

㈱けーあいファーム
〒066-0001 千歳市長都1010番地

担当/阿部☎42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

◆パート･アルバイト  
★即日～通年雇用
給　与▶時給870円～ ※経験・能力による
時　間▶ 6:00〜18:00の間で4〜8h ※応相談 

例/ 6:00〜12:00、6:00〜15:00、 
7:30〜15:00、8:30〜17:00、 
9:00〜13:00、9:00〜14:00等

勤　務▶週2日〜OK
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

正社員登用制度有、社員割引有

◆正社員
給　与▶ 月給175,000～230,000円+残業代
時　間▶ 6:00〜18:00の間で8〜9h  

※シフト制 ※1年変形労働時間制
休　日▶ 週1日〜、夏季(5〜6日)、冬季(12〜16日) 

※シフト制 ※年間休日93日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有、有給休

暇、社員割引有、寮完備、試用期間3ヶ月（同条件)
資　格▶ 高卒以上、要普通免許、 

フォークリフト免許・大型特殊免許・大型自動車免
許持っている方優遇

しいたけ栽培、野菜加工作業、 
工場仕分け作業等

種蒔き、苗準備、畑準備等
定植、草取り、収穫等
草取り、収穫、選別、仕分け等

12月～3月

3月～4月
5月～8月

8月～11月
★ 希望者は南大東島（沖縄県)でサトウキビ 

の収穫作業もあります。（12月～翌3月）

こんな野菜作ってます!▶▶

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪ キャベツ、ブロッコリー、人参、カボチャ、 

白菜、スイートコーン、しいたけ、麦、大豆…

野菜の収穫･農作業野菜の収穫･農作業
小さいお子さんがいるスタッフ多数!!小さいお子さんがいるスタッフ多数!!時間･日数が自由なので働きやすい！時間･日数が自由なので働きやすい！

通年雇用なので長く働ける!!

正アパ 収穫･農作業

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎24-4191☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイト▶

（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

準職員 看護補助者
仕　事▶  病棟における看護補助業務 

看護師の補助や患者さんのお世話等を行
います。介護士や看護師等を目指す土台
となる経験を積むことができます。

資　格▶  無資格でも可
給　与▶  時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶  当院規定による
勤　務▶ 2交替シフト制、早出・遅出有

正職員 透析看護師
仕　事▶  透析患者の看護業務
資　格▶  正看護師
給　与▶  基本給/月216,000円～292,000円 

＋職務手当20,000円 
★賞与年2回（6・12月）

時　間▶ ①8:30〜17:15　②10:00〜18:45 
③8:00〜16:45

勤　務▶ シフト制（4週8休+祝日）

《共通項目》
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

透析看護師透析看護師
看護補助者看護補助者

正 透析看護師　準 看護補助者　

スタッフスタッフ
募集中!募集中!

正職員正職員

準職員準職員

★理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか資格保持者
【同時募集】リハビリスタッフ

あなたの経験、活かしませんか？

Web応募も出来ます!

千歳豊友会病院

夜勤ケア 
スタッフ募集!!
長期

準社員・正社員への登用有!
★パート勤務も応相談 ★日勤との併用勤務も応相談

グループホーム向陽台 ㈲アクティーサービス
千歳市白樺2-1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をご持参ください。

仕　事▶ 認知症高齢者（計9人)のグループホーム内
での生活支援・介護（主に就寝中の見守り及
び起床時の介護）

資　格▶ 資格不問、介護業務経験者、長期勤務できる方
時　間▶ 17:00〜翌9:30(休憩1.5h、実働15h）
給　与▶ 1勤務19,700円～　 

※内訳/基本1勤務13,500円～（勤務成績 
　により増額有）＋夜勤手当5,000円/回 
　+処遇改善手当600円×2＝1,200円/回 
  ※処遇改善手当は試用期間3ヶ月後付与

勤　務▶ 月8〜10日
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、交通

費規定支給（2km以上/上限12,000円）、車通
勤可、無料駐車場有、介護資格取得支援制度有

契 ケアスタッフ

お仕事登録相談会開催!!
日
時

場
所2月16日火・17日水

恵庭市民会館 1F 市民相談室
恵庭市新町10番地

LINEで質問・応募が
できるようになりました!

期　間▶即日〜長期
資　格▶不問
給　与▶時給1,000円+交通費規定支給
時　間▶9:00〜12:30
休　日▶ 土･日曜、祝日、他、年末年始
待　遇▶ 労災保険完備

期　間▶即日〜長期　　　　　資　格▶不問
給　与▶時給1,300円+交通費規定支給
時　間▶ [日勤]8:00〜17:00 [夜勤]20:00〜翌5:00 

※2週間毎の交替勤務
休　日▶ 土･日曜、他 ※会社カレンダーあり
待　遇▶ 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険完備

有限会社 イーワークス
人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地 恵庭商工会議所ビル1F

お気軽に
お電話ください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

HPで求人情報をチェック!

【恵庭市】間接業務スタッフ 【千歳市】ソフトドリンク製造スタッフ
★人気の土･日曜、祝日お休み&扶養内勤務OK!!
★当社スタッフ長期で多数活躍中♪

★長期で安定！高収入!!　★直接雇用の実績あり♪

9：00～12：00
（最終受付 11：30）

下記日程以外も、
平日は随時、登録・相談受付中!

派 下記参照

★社員寮完備
★ 資格試験の支援制度有

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

仕　事▶ 一般住宅の給排水・衛生・給湯・換気・暖房配管 
工事での現場作業もしくは現場代理人候補

資　格▶要普通免許、未経験者歓迎
給　与▶ 月給20～30万円 ※経験者はこれ以上も可
時　間▶8:00〜17:00
休　日▶日祝、他、夏季・年末年始
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

昇給・賞与、試用期間3ヶ月

恵庭市漁町107番地 ☎0123-34-1131
坂口水道設備株式会社

担当/坂口（順）

正社員正社員募集!!募集!!
正 現場作業員、現場代理人

新卒者新卒者も歓迎
異業種からの転職者異業種からの転職者も歓迎

4～12月の季節雇用も4～12月の季節雇用も
可能です。可能です。
お問い合わせください。お問い合わせください。

スキルに応じて給与UP! 
まずはお話ししましょう!

4月からの勤務スタート

パート

嘱託

㈱紀文食品 恵庭工場
■水産練製品製造・販売

☎32-1888電話連絡の上、写真付 
履歴書持参ください。

お気軽にお問合せください。 担当/佐々木
【受付9:00〜17:00】

◆食品製造補助・梱包（パート）梱包（パート）
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶ ①13:30〜18:00 ②18:00〜22:00
給　与▶  ①時給870円 ②時給880円
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
◆食品製造（嘱託社員）
仕　事▶ 原料加工、製造機械・器具類の操作など食

品製造に関わる作業全般。重量物（20kg
位）の取り扱いあり。

時　間▶ 18:00〜翌3:00 
（生産状況により変更する場合有）

給　与▶ 日給7,600～8,700円 
※試用期間有/時給950円

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、各社
保完備、昇給年1回、賞与年2回

《共通項目》
資　格▶ 土曜・祝日勤務できる方
休　日▶日曜・水曜の週休2日制（休み希望応相談）
※食品製造業のため、コンタクトレンズの使用不可
※パートは扶養控除内での勤務可能です。

お子様の学 校行事や体調変化お子様の学 校行事や体調変化
でのでのお休みお休みも対応できます！も対応できます！

昇給年1回、賞与年2回あり！昇給年1回、賞与年2回あり！

食品製造スタッフ大募集!!食品製造スタッフ大募集!!

恵庭市戸磯201番14（恵庭テクノパーク内）

パ 食品製造補助・梱包　嘱 食品製造

未経験の方、大歓迎〜!!
20代から60代まで、幅広い年齢の方が活躍できます！

●まずはお電話ください。その後面接。 
☎0123-25-5684 担当/吉元まで

◆土木、電気工事の現場管理（正社員）
◆重機オペレーター（正社員）
資　格▶ 【現場管理】施工管理資格所有者優遇 

【重機オペレーター】 
フォークリフト、クレーン、車両系建設機械等
の資格保有者

給　与▶ 月給35～50万円 ※残業手当、資格手当を含む
時　間▶9:00〜18:30　　 休　日▶週1〜2日

◆現場スタッフ（契約社員・アルバイト・パート）
★週2日～OK　★2～3ヶ月の短期も可能
仕　事▶  太陽光発電設備の設置・組立作業
資　格▶ 要普通免許、経験不問 ※経験者優遇
給　与▶  時給1,500円～
時　間▶7:30〜17:00（実働8h）
勤　務▶週2〜6日程度
休　日▶ 希望による

待　遇▶ 各社保完備（正社員以外は日数による）、交通費規定支給、車通勤可、送迎有、作業服貸与
勤務先▶ 各現場（千歳から送迎） ※道東方面に短期の出張有

千歳市千代田町4丁目14　千歳第一ビル2F
㈱北海道フロンティアエナジー

コロナに負けるな!! 業績好調のため

増員募集

千・恵・他 正契アパ 下記参照

《全体共通項目》

アルバイト体験記 恵庭市/梅酒大好き

　当時、子供が2歳と4歳の頃、某ファストフードで働いていまし
た。24時間営業のお店がオープンするとのことで、幼稚園前の下の子
を寝かせてから、夜間22時～翌3時の間で勤務する事にしました。

オープニングスタッフだったので、すべてが新しく気持ち良く、働
きやすかったです。夜の時間帯は昼間に比べてお客さんが少ないの
で、空き時間を利用してクローズの作業もしました。当時は深夜0時
まではカウンターとドライブスルーのお仕事。深夜0時以降はドライ
ブスルーのみになるので、インカムでドライ
ブスルーの対応をしながらフロアーの清掃

（ドリンク周りの容器の洗浄や床のデッキ掛
け、クルールームの掃除など…）をします。帰
るころにはお腹も空いていて、ついつい夜食
を買って食べることも…ありました。久々の
アルバイトでしたが、色んな出会いがあり、 
楽しくお仕事をさせていただきました。

工場までの
地図はこちら

まずはお気軽に
お電話ください。 ☎23-5531担当/小林

千歳市上長都3-5http://www.chitoseham.co.jphttp://www.chitoseham.co.jp

●三菱農機ケイ・マック●

●札幌日清 ●パナソニック

●日野自動車
←恵庭

●キリンビール

●
ダイナックス

36

当社

JR長都駅

仕　事▶ ハム・ウインナーの充填や包装業務、清掃等 
★各工程数人でのチーム作業です。  
　初心者でも安心!!

資　格▶ 未経験者歓迎　　　
給　与▶ 時給865円～
時　間▶ 8:30〜17:20（1〜7月） 

8:30〜17:30（8〜12月）　※実働8h
休　日▶ 水・日曜（他、年間カレンダーにより変動有）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服

貸与、皆勤手当（5千円）、社割制度、千歳市内一
部送迎有

大募集!!大募集!!パートパート
製造・包装

美味しいハム・ウインナー等の美味しいハム・ウインナー等の
製造・包装のお仕事です♪製造・包装のお仕事です♪

パ 製造・包装スタッフ
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