
2021 年 2 月 19 日（金） ちゃんと7

道と川の駅「花ロードえにわ」敷地内
恵庭市南島松817-18 ☎36-2700

毎週木曜日は加工品Day！【営業時間】12～3月は10:00～16:00

お仕事探し応援します!

正 正社員　契 契約社員　ア アルバイト　パ パート　準 準社員　派 派遣社員　委 委託　期 期間従業員　臨 臨時職員

■発行 千歳市北斗4丁目13番20号

■求人広告・チラシ折込のお申し込みは

0123-27-2611
■求人ナビHP  https://chanto.biz/qnavi/

携帯サイト↓

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応 募

◆ちとせモール
時　間▶�8:00〜11:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

60歳以上の
方も大歓迎！

（池内）
☎0144-33-6323
　080-1970-2531

パ 清掃

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▶�①8:30〜17:00�

　の間で4〜5h程度�
②16:00〜21:00�
③17:00〜22:00

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

給　与▶�正看護師/時給1,400～1,500円 
准看護師/時給1,300～1,400円 
※資格手当含む

時　間▶�①8:15〜12:45�②14:00〜17:00�
③8:15〜17:00（月3回程度）※シフト制��
※木・土曜は①のみ�☆時間選択可、入り時間等は応相談

勤　務▶週3〜4日�※日数・曜日等は応相談
休　日▶日曜、祝日他、土曜(月2、3日)、GW、お盆、年末年始

〒066-0062　
千歳市千代田町7丁目1789-3 千歳ステーションプラザ5F

医療法人社団たけやま腎・泌尿器科クリニック
☎011-551-7050　担当/人事労務顧問�山下
★応募に関する事はお気軽にお問合せください。

詳しくはホームページの求人情報をご覧ください。

［応募］写真付き履歴書をご郵送ください。

正・准看護師
募集！
勤務開始日

応相談！

仕　事▶�外来・透析看護業務�※未経験の方にも技師�
（5名在籍）が親切丁寧にお教えします。

資　格▶�正看護師または准看護師
待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、自家用

車通勤可（［正］駐車場手当支給、［パ］クリニックで用
意した駐車場をご利用ください。）

共
通
項
目

http://takeyama-uro.com/

未経験の方にも未経験の方にも
親切・丁寧に親切・丁寧に

お教えします♪お教えします♪

給　与▶��正看護師/月給21～26万円 准看護師/月給20～25万円 
※資格手当含む

時　間▶�月・水・金曜/8:15〜17:45�
火曜/8:15〜17:45、8:15〜12:30（月1回）�
木・土曜/8:15〜12:45�☆入り時間等は応相談

休　日▶�日曜、土曜（月1日）�
※祝日、GW、お盆、年末年始は交替でお休みします。

正
職
員

扶養内勤務扶養内勤務
 OK！ OK！パ

ー
ト

正パ 正・准看護師

仕　事▶�お花植え、草取り、水やりなどガーデニング作業全般
時　間▶①8:00〜17:00�②9:00〜15:00
勤　務▶シフト制
給　与▶�時給900～925円
勤務先▶�花の拠点�はなふる（恵庭市南島松817-18）

ガーデニング作業全般アルバイト/パート

株式会社サンガーデン本社(恵庭市西島松561-4)で働くスタッフも募集中！

2020年11月にオープンしたばかり！2020年11月にオープンしたばかり！ を、彩るお仕事です♪を、彩るお仕事です♪

花の拠点 はなふる ガーデンエリア花の拠点 はなふる ガーデンエリア

サンガーデン 電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。
ご希望の面接日時をお知らせください。随時面接します。

☎36-8050【受付/月〜金�9〜17時】
http://www.sungarden-web.com/
恵庭市西島松561-4

株式
会社

《アルバイト・パート共通項目》�
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
期　間▶4月〜11月
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、時間外労働は25〜60％割増

正アパ 下記参照

仕　事▶庭工事、剪定、草刈りなど
時　間▶8:00〜17:00（実働7.5h）
勤　務▶�週3日〜�※お気軽にご相談ください。
給　与▶�時給1,250円～ ※能力に応じ時給UP�

造園工アルバイト/パート

仕　事▶生産、造園、ガーデニングなど
時　間▶8:00〜17:00（実働7.5h）
勤　務▶�シフト制
給　与▶�時給1,000円～ ※経験者優遇 

★初年度年収250～350万円�
待　遇▶�昇給有、賞与年2回、社保完備、手当有(住宅・�

通勤・残業、早朝深夜割増有)、試用期間有

総合職(1名募集)正社員

★男性活躍中! ★すぐに勤務可能! ★試用期間有

《共通項目》
勤務先▶�恵庭本社（転勤なし）
時　間▶��8:30〜17:30
休　日▶�日曜、第2・4土曜（1〜3月は土曜全休）、祝日、夏季休暇、�

年末年始休暇、他各種休暇制度有
待　遇▶�賞与年2回、退職金、確定拠出年金、各社保完備、最長70歳まで

の雇用延長有、私有車･携帯電話･パソコン借上制度有、配偶者
特定健診･がん検診助成、禁煙治療費助成、健康関連･病気治療
等の各種支援制度、他

〒061-1415
恵庭市泉町26番地
https://eniken.co.jp

恵庭建設株式会社 お問合せは≪総務部�佐川≫まで電話連絡のうえ、履歴書、工事経歴書（技術職のみ）を送
付ください。書類選考後、面接日時等をご連絡致します。

北海道働き方改革推進企業
ゴールド認定企業

応募

人間ドック費用の助成

日ハムシーズンシート有

運動費用助成制度有

各種休暇制度が充実！

●�入社時期ご相談に応じます。
� 入社支度金20万円支給

☎0123-32-3261 saiyou@eniken.co.jp

働くあなたを大切にする会社です。
営業職
（幹部候補）

技術職
（土木・建築）

正社員募集!

◆営業職（幹部候補）
仕　事▶�民間建築物件の営業、官公庁工事の入札関連業務および発注

者との調整業務、営業部門のマネジメント業務
資　格▶�建設業または不動産業で営業経験のある方は優遇
給　与▶ 月給300,000～450,000円 

※年齢・経験・能力を考慮し決定します。

◆技術職（土木・建築）
仕　事▶�土木工事・建築工事の施工管理業務
資　格▶�［土木］1級・2級土木施工管理技士�

［建築］1級・2級建築施工管理技士、1級・2級建築士
給　与▶�月給250,000～450,000円 

※年齢・経験・能力を考慮し決定します。 
※所長手当別途支給（月5,000～30,000円）

育児休暇はもちろん、学校行事や子どもの体調不良でも休暇を
取得できる制度があります。

育児参加がしやすい！

正 営業職（幹部候補）、技術職（土木・建築）

仕　事▶�中古車の洗浄ラインでのシートや�仕　事▶�中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7〜10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00〜17:00
給　与▶�時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服

貸与、有給休暇制度有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をご持参ください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/
佐藤・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000

中古車中古車のの洗浄ライン洗浄ライン
作業スタッフ作業スタッフ

男女ともに
活躍中!!

◆40〜50代も活躍中!! 
◆マイカー通勤可能！
◆お休み充実　◆昇給有

契 洗浄ライン作業スタッフ

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご持参ください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢1007-158
北宝運輸㈱千歳営業所

仕　事▶�プレカット材･製材･その他の配送�
（千歳市内、近郊、道内）

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、大型免許、�
クレーン・玉掛・フォークリフト免許保持者

給　与▶ 月給270,000～330,000円
時　間▶�8:00〜16:20（休憩1h）�※シフト制
休　日▶�日・祝他、GW、お盆、年末年始、�

※月6〜9日（年間87日）�　�
※年間カレンダーによる

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制
服貸与、賞与年2回、退職金制度有、有給休
暇、試用期間3ヶ月

正
社
員    ユニックユニック
運転手運転手募集!!募集!!

正 8tユニック運転手

◆介護職員（正職員）
仕　事▶�グループホーム入居者の生活援助�
資　格▶��未経験者歓迎（資格取得支援制度有）
給　与▶時給950～985円＋各種手当
時　間▶��①7:30〜16:30�②8:30〜17:30�

③10:00〜19:00�
④17:00〜翌9:00（休憩90分）

休　日▶�4週8休（シフト制）�

まずはお気軽にまずはお気軽に
お電話ください。お電話ください。☎0123-40-7707☎0123-40-7707

朝日ベストライフ株式会社札幌市白石区
北郷1条3丁目1-55

認知症対応型共同生活介護

◆計画作成担当者兼介護職員（正職員）
仕　事▶計画作成業務および介護業務全般
資　格▶�介護支援専門員（ケアマネージャー）�

認知症高齢者の介護経験3年以上
給　与▶�月給188,000～240,800円+各種手当 

※試用期間3ヶ月有/月給178,400円～
時　間▶�下記①〜④のシフト制�

①7:30〜16:30�②8:30〜17:30�
③10:00〜19:30�
④17:00〜翌9:00（休憩90分、月4〜5回）

休　日▶4週8休（シフト制）�、夏季休暇
★パートも同時募集!! 週2日～勤務応相談

シフト応相談 処遇改善手当支給 退職金共済特定処遇改善加算手当支給

月収例 187,420円〜199,496円（夜勤5回の場合）＋各種手当月収例 206,000円〜268,800円（夜勤4回の場合）＋各種手当

スタッフ募集!!

見学してからの応募もOK！見学してからの応募もOK！施設見学受付中

2020年1月にオープンした新しい事業所です。
やさしさを持ってケアできる方をお待ちしています。

●ブランクのある方も、子育て中の方も歓迎♪
●未経験者から経験豊富な方まで幅広く採用中！

《共通項目》

［担当］
堀江

待　遇▶����各社保完備、昇給有・賞与年2回有（勤続2年目以降）、交通費規定支給、車通勤可、会社保養所有、資格手当
勤務先▶�グループホームあさひの家千歳（千歳市北陽5丁目4-8）

ウェブサイトリニューアルしました！
https://asahibestlife.jp

正 計画作成担当者兼介護職員、介護職員

《北海道異業種チャレンジ奨励金》対象企業です。 
★対象の方に道より奨励金30万円支給

三好梱包商事有限会社  本社 人事部
〒065-0033  札幌市東区北33条東16丁目4-22

三好梱包商事有限会社 

仕　事▶�農業機械の組立・梱包作業、�
木枠釘打ち・木箱制作など

資　格▶�35歳以下　※長期勤続によるキャリア
形成のため若年者などを募集

給　与▶月給200,000円
時　間▶�8:00〜17:00(実働8h)
休　日▶�土日祝(年間121日+特定年休5日)
待　遇▶�各社保完備、有給休暇制度、交通費規定�

支給、制服貸与、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶�㈱IHIアグリテック構内�

(千歳市上長都1061-2)

写真付き履歴書を下記住所へご郵送ください。 
後日面接日をご連絡いたします。

※応募書類は求人者の責任にて廃棄いたします。

梱包作業
スタッフ募集!
正社員

親切指導であんしん!

《お問合せ》　☎0123-22-4368(千歳営業所)

一般労働者派遣事業
(派01-301226)

正 工場内梱包作業スタッフ

三好梱包商事有限会社  本社 人事部

◆組立専属ライン従事者

工場スタッフ
2職種募集!

◆部材受入管理

高時給!　時給1,440円

給　与▶時給1,440円
時　間▶�8:00〜17:00(実働8h)
休　日▶�土日祝(年間121日+特定年休5日)
期　間▶3/1〜　※長期継続有
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇制度、交通費規定�

支給、制服貸与、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶�㈱IHIアグリテック構内�

(千歳市上長都1061-2)

共
通
項
目

仕　事▶�農業機械のトレーラー組立作業

仕　事▶部品ピッキング・配材

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内

写真付き履歴書を下記住所へご郵送ください。 
後日面接日をご連絡いたします。

※応募書類は求人者の責任にて廃棄いたします。

☎0123-22-4368

〒065-0033  札幌市東区北33条東16丁目4-22

三好梱包商事㈲ 千歳事業所
一般労働者派遣事業(派01-301226)

派 工場スタッフ

給　与▶時給1,200円
仕　事▶�フォークリフト操作、在庫管理等
資　格▶�フォークリフト資格保持者
時　間▶��8:00〜17:00�※実働8h
勤務先▶千歳市泉沢�

給　与▶時給1,250円～
仕　事▶�PCのテクニカルサポート、�

端末の初期設定やトラブル対応
資　格▶�経験者優遇
時　間▶9:00〜17:30�※実働7.5h
勤務先▶千歳市美々

苫小牧市王子町3-2-23�ステーションプラザ苫小牧2F
労働者派遣業（派-13-010026）�有料職業紹介事業（13-ユ-010486）

JR苫小牧駅
南口徒歩2分

まずはお気軽にお電話ください。

2021年3月31日まで開催!

新規登録であなたとお友達の双方に
｢Amazonギフト券｣プレゼント!

0120-102-896
パーソルテンプスタッフ㈱ 苫小牧オフィス

担当/前田
受付/9〜18時

◆フォークリフトオペレーター ◆PCサポート

休　日▶土日祝
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

共通
項目 恵庭・苫小牧のお仕事もあります。お気軽にお問い合わせください。

時給1,250円～時給1,200円

お友達紹介お友達紹介
キャンペーン実施中!キャンペーン実施中!

派 下記参照
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