
2021 年 2 月 19 日（金）ちゃんと 8

仕　事▶�段ボール製品の配達及び付随業務�
※配送エリアは、道内一円（日帰りできる範囲）です。

資　格▶�準中型自動車免許、8トン限定中型免許、�
フォークリフト運転技能者あれば尚可、�
未経験者歓迎、経験者優遇

給　与▶�月180,000～360,000円 
※経験・資格による  
※試用期間3ヶ月/日給9,000～10,000円

時　間▶�8:00～17:00（実働8h）�※残業有�※配送受注状況により変動
休　日▶�日・祝、年末年始、他
勤　務▶�週5日程度
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、有給休暇

トラック運転手トラック運転手正社員

恵庭市北柏木町3丁目39

� 電話連絡の上、写真付き履歴書をご持参ください。�担当/滝本

☎0123-32-4228
丸徳運送 株式会社

受付/平日�
（13～17時）

正 トラック運転手（2t、4t）

スタッフスタッフ
大募集!!大募集!!
期　間▶�即日～通年
資　格▶�未経験者歓迎、シニアも歓迎
時　間▶�9:00～16:00もしくは9:00～18:00
休　日▶�土日祝�※会社カレンダーによる
給　与▶�時給861円～
待　遇▶�各種保険完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、週払い制度有、�
無料送迎有、試用期間2ヶ月

勤務先▶�千歳市泉沢

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

★随時面接致します
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

無料送迎あります！ カ
ン
タ
ン
作
業
♪

カ
ン
タ
ン
作
業
♪

◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等

派 下記参照

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

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

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

☎0123-40-8686

正 営業、現場管理

株式会社  アートホーム 千歳市みどり台北5丁目1-1

仕　事▶�モデルハウスに来店されたお客様を中心に、
新築やリフォームの提案等（接客、プラン提
案、資金計画、お引き渡し等）

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許、学歴不問、64歳
以下(定年雇用止めの為）

給　与▶�月250,003円 ※各種手当別途支給

コンサルタント営業

営業職
現場管理

仕　事▶�主に新築住宅工事の現場管理業務（施工管理、
安全管理業務、積算業務、アフターメンテナン
ス等）

資　格▶�要普通免許、現場管理業務経験、学歴不問、
64歳以下(定年雇用止めの為）

給　与▶�月230,912円 ※各種手当別途支給

新築工事現場管理

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

時　間▶��8:30～18:00�※時間外/月平均20h
休　日▶�日、他、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

無料駐車場有、昇給・賞与有（実績によ
る）、試用期間6ヵ月（同条件）

共
通
項
目

正社員募集正社員募集

職 種・業 種 未 経 験 の 応 募 歓 迎 !
自 分 の 仕 事 に 集 中 で き る 環 境 で す !

ラ・デュース恵み野
介護付有料老人ホーム

❹調理員［パ］
資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶�①5:00～9:30�②9:00～13:30�

③14:30～19:00��※①～③のシフト制
給　与▶�時給890円～
待　遇▶�車通勤可、交通費規定支給、エプロン貸与
勤務先▶�ラ･デュース中島、シニアハウス黄金

恵庭市恵み野西�
5丁目3-1

正職員 契約職員 パート

スタスタッッフ募集中!!フ募集中!!

●ラ・デュース恵み野（恵庭市恵み野西5丁目3-1）
●ラ･デュース中島（恵庭市中島町6丁目15-1）
●シニアハウス黄金（恵庭市黄金中央4丁目7-1）
● ラ・デュース総合住宅ケアセンター 
（恵庭市恵み野西2丁目2-11）

❶入居施設介護職員［正・契・パ］
★資格不問（介護福祉士あれば尚可）
資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶��正・契/7:00～16:00、11:00～20:00、�

　　　14:00～23:00、23:00～翌8:00�
パ/時間要相談�
※シフト制、夜勤業務は月4～5回程度

給　与▶�正・契/月給17～22万円    
パ/時給900円～

勤務先▶�ラ・デュース恵み野、ラ･デュース中島

❷恵み野デイサービスセンター［パ］
★週1日～OK��★1日2h以上で時間応相談
資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶�8:30～17:30の間で2h～（応相談）
給　与▶時給900円～
勤　務▶週1日～OK
勤務先▶ラ・デュース恵み野

❸訪問介護事業所［パ］
★週1日～OK�★1日2h以上で時間応相談
資　格▶�介護職員初任者研修以上、要普免（AT可）
時　間▶8:00～18:00の間で2h～（応相談）
給　与▶�時給900円～　
勤　務▶週1日～OK
勤務先▶�ラ・デュース総合住宅ケアセンター
【①②③共通項目】
待　遇▶�各社保険完備、車通勤可、交通費規定支給、有給休暇、

賞与年2回（正職員のみ）、処遇改善手当有、制服貸与

☎36-1111応募 受付/9～18時�
担当/清水

正契パ 下記参照

WEBで手軽におシゴト探し 外出先でも

検索ちゃんと 求人ナビ

いつもの
移動時間

でも

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

①

限定公開案件も有!

勇払郡安平町早来源武275

行こう！ いいホース

0120-0120-15-114315-1143
応 募

面接日は相談の上決定します。
まずはご連絡ください！

仕　事▶�受付や応対、お茶出し業務、�
その他事務作業（データ入
力、郵送物の受け取り･送
付、お礼状の送付等）。

資　格▶�未経験者歓迎�
PC入力ができる方

給　与▶�時給1,000円
時　間▶�9:00～16:00(休憩1h)�

※基本的に残業はありません。
休　日▶�日曜日�

他夏季・年末年始（計8日）
待　遇▶�社会保険完備、交通費規定

支給、残業手当（1分単位）、
通勤手当、昇給有、賞与有
（年2回）、�
有給休暇、制服貸与（私服
OK）、試用期間3ヶ月有、�
社員旅行・新年会・打ち上げ�
などの各種イベント有

勤務先▶�ノーザンファーム早来�
（安平町早来源武275）

受付･庶務受付･庶務
パートパートさんさん募集募集

20～30代の女性活躍中!!

明るく元気で、
物事に真剣に取り組む、

やる気のある方を歓迎します！

1,0001,000円円時時
給給

未経験
でも

パ 受付・庶務スタッフ

昇給･賞与あり!!

千歳市千代田町6丁目20
第12ふじやビル㈱東洋実業 千歳営業所

☎22-5280 採用係応 募

［契約社員/パート］学校用務員
勤務先▶�千歳市立北進小中学校、他
仕　事▶��千歳市内の学校にて、主に日常清掃や点検等の用

務業務（校内の清掃、修繕、ボイラー運転、ワック
スがけ、草刈り、除雪等）

資　格▶�未経験者歓迎、危険物乙4以上
時　間▶�7:30～16:00�※休憩1h、実働7.5h
休　日▶�基本土日祝、年末年始等�

★パート希望の方は土日祝プラス平日に数日お休みを
取ることも可。勤務日数はお気軽にご相談ください。

給　与▶�時給900円
待　遇▶�各社保完備（パートは勤務時間による）、制服貸

与、車通勤可、交通費規定支給

学校用務員募集 !学 校用務員募集 !
契パ 学校用務員

0120-095-0120-095-350350 函館市新川町1-24　R4TM新川町�5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

プリント配線基板プリント配線基板
製造検査業務製造検査業務

急
募
急
募

仕　事▶�プリント基板の検査及び事務�
※製品の顕微鏡を使用しての�
　外観検査と事務作業

給　与▶�時給1,100円
時　間▶�8:30～17:00（実働7.25h）
勤　務▶5勤2休（土･日曜はお休み）
期　間▶長期�※3ヶ月ごとの更新
待　遇▶����社保完備、車通勤可（駐車場完備）、

交通費規定支給
勤務先▶������恵庭市戸磯

しっかり稼げるしっかり稼げる

女性活躍中!!

時給1,100円時給1,100円
まずはお気軽にお電話ください。

派 プリント配線基板製造検査業務

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・車両借上手当

★�有給を取りやすい職場です。

★�未経験の方でも同行しますので大丈夫です。

★�ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行います。

〒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

ホームヘルパー

時間相談時間相談
できます♪できます♪

担当/木下
まずはお電話ください。

☎0123-33-1120

募
集

パ 訪問介護員


	08_q02

