
2021 年 3 月 5 日（金） ちゃんと11

資　格▶�要普免、経験者優遇、�
危険物資格保持者（乙種第4類）

給　与▶�時給900円〜  
※22時以降深夜割増有

時　間▶�8:00～23:00の間で3交替��
※シフト制

休　日▶月8日以上
待　遇▶�各社保完備（希望による）、�

交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶�恵み野SS�

（恵庭市恵み野西3丁目1-5）

札幌市中央区北1条東3丁目3番地　札幌スクエアセンタービル1階
北海道エネルギー株式会社

SS給油監視スタッフSS給油監視スタッフ募集!!募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【受付/8～20時】�担当/村上
☎36-7000恵み野SS

★室内で監視のお仕事!  ★室内だから快適な環境で働ける!

60歳以上の方も元気に活躍中!
◆セルフ給油の監視、施設維持管理

アパ 給油監視スタッフ

経験者経験者
歓迎歓迎
します!します!

応募したい方、詳細を聞いてみたい方…
まずはご連絡ください!

全国145コースを運営する グループ!!

グループゴルフ場優待プレー制度有

社保完備(パート除く)

従業員食堂有 有給休暇有

交通費実費支給(上限有)

正社員登用制度有

《共通項目》
資　格▶18歳以上、車通勤可能な方
待　遇▶��社会保険完備(パートを除く)、�

有給休暇制度有、従業員食堂有、�
交通費実費支給(上限有)、制服貸与

受付窓口担当/宮腰
☎0123-29-2111☎0123-29-2111

〒066-0004
千歳市泉郷845-1

制度充実しています♪

「グレート札幌カントリー倶楽部」
で働きませんか？

スタッフ

グレート札幌カントリー倶楽部

募
集

�コース管理（フルタイム）

ポーター（パート）

仕　事▶�ゴルフコースの整備業務
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�6:00～15:00�※季節により変動
期　間▶�4月1日～11月下旬まで

仕　事▶�お客様のお迎え、ゴルフバッグの
積み込み、積み降ろし等

給　与▶時給890円
時　間▶�6:00～19:00のうち�

実働6h以内�
※交代制�※季節により変動　

期　間▶�4月1日～11月上旬まで

パ 下記参照

［正職員･パート］保育士
資　格▶��［正］保育士�

［パ］保育士もしくは�
　　子育て支援員研修修了者

給　与▶��［正］月給146,700円〜 
[パ](保育士免許あり）時給1,000円 
　　（資格なし）時給950円

時　間▶�［正］①8:00～16:30�②10:30～19:00�
［パ］8:00～19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶�［正］週休2日制（年間休日120日以上）��
　　※シフト制��
　　※日曜、祝日、�
　　　年末年始（12/30～翌1/3)はお休みです。�
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業企業主導型保育事業

職 員 募 集

待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間による）、�
交通費規定支給、制服貸与、�
車通勤可、さぽーとさっぽろ加入、�
昇給年1回、賞与年2回

共
通
項
目

［パート］送迎運転手
資　格▶�要普通免許（AT限定可）、�

ハイエースを運転できる方
給　与▶�時給950円
時　間▶�①8:00～10:00��

②15:30～17:30（応相談）

［正職員・パート］入所介護職員
資　格▶�介護福祉士または介護職員初任者研修・実

務者研修修了
給　与▶�［正］月給146,700円〜  

　　※別途夜勤手当支給 
　　★処遇改善手当 年3回支給 

［パ］時給950〜1,000円
時　間▶�［正］①7:00～15:30�②9:00～17:30

　　③11:00～19:30�④17:00～翌9:30�
［パ］7:00～19:30の間で応相談

休　日▶�［正］シフト制（年間休日120日以上）�
［パ］勤務日数応相談

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

［正職員］介護職員
資　格▶�介護福祉士
給　与▶�月給146,700円〜  

★別途処遇改善手当/年3回支給
時　間▶8:45～17:15
休　日▶�週休2日制（年間休日120日以上）�※シフト制�

※日曜、年末年始（12/30～翌1/3)はお休みです。

デイサービス陽だまりデイサービス陽だまり
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

認知症対応型デイサービス認知症対応型デイサービス

医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

医療法人�資生会〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

《採用担当》
（クリアコート･陽だまり）澁谷
（保育園）小向☎27-3232☎27-3232

電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
《受付/平日（月〜金）9:00〜17:00》

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

正パ 下記参照

鮮魚

鮮魚

仕　事▶�パック詰め、品出し等
時　間▶��8:30～13:00

レジ

レジ

仕　事▶�レジ打ち他、レジ締め業務等
時　間▶��①16:45～21:45�

②18:00～21:45

ホクレンショップ東郊店

従業員割引制度あり!
スタッフ募集!

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市東郊2丁目7

☎0123-22-5411
ホクレンショップ東郊店

担当/竹内

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給861円
勤　務▶�週3～5日（シフト制）
待　遇▶�雇用・労災保険、業績により賞与有、

有給休暇、交通費規定支給、車通勤
可、制服貸与

共
通
項
目

アパ 下記参照

金田一建設株式会社
担当/金田一☎23-3554【受付/8～17時】

〒066-0062�千歳市千代田町5丁目1番8

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

◆1級・2級土木施工管理技士
仕　事▶�公共工事がメイン�

※現場は千歳付近
資　格▶�現場経験5年以上�

※�55歳以下�
（若年層のキャリア形成のため）

給　与▶�1級/年収4,500,000円〜 
2級/年収4,000,000円〜 
※応相談

時　間▶�8:00～17:00�※時間外有
休　日▶�日曜日、他��

※当社カレンダーによる
待　遇▶�厚生年金・健康保険、中退共、�

車通勤可、作業着・防寒着支給�
（試用期間1ヶ月終了後）

勤務先▶�千歳市内および近隣市町村

千・恵・他 正 下記参照

☎0123-24-3771応募 （平日のみ）

�入社後すぐに使える�入社後すぐに使える特別有休制度特別有休制度あり!!あり!!

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者大歓迎
男女共に活躍中!!

給　与▶時給870円〜
時　間▶6:00～14:30　※実働6.5h�　※休憩2h
休　日▶土･日曜、祝日
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与

給　与▶時給870円〜
時　間▶�①8:00～12:30　②12:30～17:00�

※実働4h
勤　務▶週3日～（応相談）
待　遇▶�週20時間以上勤務は雇用保険加入、�

交通費規定支給、制服貸与

パート

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

千歳市役所（千歳市東雲町）

フレスポ恵み野（恵庭市恵み野里美）

パ 清掃
セブン-イレブンジャパン向けパンの

製造をしている会社です。

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

パン製造

仕　事▶�セブン-イレブンジャパン向けパンの製造
資　格▶�未経験者歓迎、学生・主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、10:00～19:00、�

11:00～20:00、20:00～翌5:00、�
22:00～翌7:00��
※休憩1h�★まずは、ご希望を伺います。

給　与▶�時給870円〜＋交通費規定支給 
※22〜翌5時/深夜割増有

休　日▶週2日（シフト制）
待　遇▶�各種社会保険完備、有給休暇有、�

昇給有（人事考課による）、交通費規定支給、�
車通勤可、制服貸与

勤務先▶札幌工場（恵庭市戸磯47-7）

株式会社エフビーエス
札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。

〒061-1405�恵庭市戸磯47-7

受付/9～17時��
担当/原田・本間☎31-0900

パ パン製造スタッフ

1,0001,000円円時時
給給

※※週払い可週払い可

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、写真付履歴書をお持ちください。

★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）

【千歳市泉沢】カップ麺のピッキング・搬入等
資　格▶未経験者歓迎、自力通勤可能な方
時　間▶9:00～17:00�※残業の可能性有�
給　与▶�時給1,000円 ※18時以降25%UP
勤　務▶月～土　　　　�
休　日▶日・祝
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

9:00～17:00給与保障、�
週払い可（規定有）

未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

派 下記参照
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ざんねんなざんねんな
-電話編-

これでばっちり!!これでばっちり!!

まずは働きたい気持ちを伝えて
みましょう！ 経験者なら給与面
で優遇されることがあります。
アルバイト・パートは勤務時間・
日数を調整して、たくさん働いて
稼ぐこともできますよ。

自分、正直に
生きてます！

応募者ずかん応募者ずかん

好きな言葉
自然体

NG度

自己中度

給
料
は

給
料
は
お
い
く
ら

お
い
く
ら
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美容
スタッフ

仕　事▶�お客様の悩みや希望に合わせて、美容のア
ドバイスやスキンケア、メイクを行います。

時　間▶�10:00～19:00の間で6h以上�※応相談
勤　務▶月15～20日のシフト制�※応相談
給　与▶�月110,000円＋販売手数料

少しでも興味のある方、ご参加お待ちしてます!

レラショップ
応募・お問い合せ

3/16（火）・23（火）
①11:00～12:00 ②15:00～16:00《各日2回》

オシゴト体験会

千歳市柏台南1丁目2-1�千歳アウトレットモール・レラ735区画

☎0123-25-3130☎0123-25-3130

未経験者歓迎！

募集

委 美容スタッフ

まずはお気軽に
お電話ください！

千歳市北斗4丁目
13番20号

☎27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

仕　事▶�生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶�年齢不問（健康な方）�★短期もOK
給　与▶�1部配布7.5円〜（ページ数により変動あり） 

＋チラシ折込手当＋増ページ手当+皆勤賞
勤　務▶�毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶�木曜/5:00～19:00　金曜/5:00～18:00�

の間で実働1～3h位（配布場所による）

主婦（夫）さん、学生さん、シニアの方など
さまざまな年齢の方が働いています！

短期も
OK！

年齢
不問

健 康 方な配布員募集配布員募集

皆勤賞
1ヶ月休まず
がんばろう！

あり

委 ポスティングスタッフ

笑顔笑顔のの郷郷 憩憩のの郷郷
スタッフ募集!!

いこいいこいえがおえがお

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

☎26-5300 《パート共通項目》
資　格▶�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤務できる方歓迎、介

護職員のみ介護職員初任者研修修了（旧ヘルパー2級）あれば尚可
待　遇▶社員登用制度有、雇用保険、交通費規定支給

時　間▶�①9:00～13:00�②9:00～15:00�※応相談
勤　務▶�応相談
給　与▶�時給880円

パート　調理スタッフ

パート　夜勤専属スタッフ
時　間▶16:30～翌9:30
勤　務▶週2日�※応相談
給　与▶�夜勤1回15,700円（夜勤手当含む）

パート　介護スタッフ
時　間▶�6:00～19:00の間で3h～�※応相談
勤　務▶�週3～5日
給　与▶�時給890円〜 ※試用期間3ヶ月/時給870円 

※資格手当・夜勤手当別途支給 ※年2回賞与有

資　格▶介護福祉士
時　間▶�①7:00～19:00の間で8h�②16:30～翌9:30（夜勤）
勤　務▶�シフト制
給　与▶�月184,000円〜（資格手当･夜勤4回分含む） 

※試用期間3ヶ月有/月160,000円
待　遇▶�社会保険、雇用保険、交通費規定支給、�

昇給有（年1回）、賞与有（年2回）

正職員　介護スタッフ

正パ 介護スタッフ　パ 夜勤専属スタッフ、調理スタッフ
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