
2021 年 3 月 5 日（金） ちゃんと13

給　与▶①時給870円 ②時給920円
時　間▶�①8:00～12:00�②18:00～22:00
勤　務▶週3日～OK（シフト制）
休　日▶�日曜、祝日、他

株式会社道央環境センター株式会社道央環境センター
恵庭市本町27番地恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2
回、制服貸与、交通費規定支給、車通勤
可、有給休暇有

共通項目

清掃/ラ･デュース恵み野

清掃/我汝会えにわ病院

清掃/サッポロビール工場

パート

パート

パート

給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00～14:00の間で実働2.5～5.5h
休　日▶シフト制　※勤務日要相談

給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00～12:00
勤　務▶月～金曜の間で週4～5日�

パ 清掃

 業務拡大につきスタッフ増員募集!!

恵庭市黄金北
3丁目8-10

期　間▶�3月上旬～12月末�※要相談
仕　事▶�ガス・水道工事、土工全般
資　格▶�学歴不問、未経験者歓迎、経験者優遇
時　間▶�8:00～17:00
給　与▶�日給8,000〜11,000円 ★経験・能力に

応じ11,000円以上も可能！！
休　日▶�日曜、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、

送迎相談可、家族手当
勤務先▶恵庭、千歳

小山内建工■土木・管工事

わからないことは
何度でも！
聞いてください！
丁寧に教えます♪
資格・経験も大切ですが、
一生懸命に!!
職場のみんなと協力して
仕事ができる方を求めています！

がんばりは
給与に反映！
まずは面接で

通年雇用もOK

まずはお話しましょう！
090-2053-0495

期 ガス・水道工事、土工全般

仕　事▶コース案内、ゴルフクラブの受渡し等
給　与▶�ラウンド給8,500〜10,300円 

※経験による 
�★月収例/25日勤務（31ラウンド）月275,500円〜

未経験者
歓迎

期間社員 キャディ 経験者優遇

皆様からのご応募お待ちしております

北海道クラシックゴルフクラブ

北海道クラシックゴルフクラブ

未経験者未経験者
歓迎です!歓迎です!

スタッフ募集スタッフ募集
正社員 期間社員

2021年度

勇払郡安平町早来富岡406

期　間▶�2021年4月～11月中旬
休　日▶�［正］当社就業規則による�［期］月5～10日程度（ポーターは15日程度）
時　間▶�6:30～19:00の間で早番遅番シフト制�※職種により若干変動します。
待　遇▶�有給休暇有、各社保完備、制服貸与、収入調整扶養範囲内OK、交通費規定支給、勤務終了後ゴルフ練習・プレー可

●新千歳空港より車で約15分

電話連絡の上、面接時に履歴書をお持ちください。仕事内容、勤務等、お気軽にお問合せください。担当/原田・水田

☎0145-22-4101●お問合せメールアドレス tharada@classicgolf.jp

仕　事▶調理全般（和洋中）
給　与▶�時給1,500円〜または月給280,000円〜 

※経験により優遇

調理師

仕　事▶�運営業務全般
給　与▶�［正］月給180,000〜330,000円 

［期］時給1,200円〜

正・期 ゴルフ場運営スタッフ

仕　事▶�コース内芝刈り、車両系の運転操作、�
造園業務他

給　与▶�［正］月給208,800円〜 
［期］時給1,100円〜

正･期 コース管理スタッフ

仕　事▶��ゴルフバッグの受け渡し接客、ゴルフボールの�
回収、清掃他

給　与▶�時給1,000円〜

期間社員 ポーター

仕　事▶��受付・精算業務、�
ショップ販売、電話対応他

給　与▶�［正］月給180,000〜240,000円 
［期］時給1,200円〜

扶養内応相談

正・期 フロント事務

期間社員 レストランホール
仕　事▶��注文受付、�

配膳等のホール業務
給　与▶時給1,050円〜

扶養内応相談

丁寧な指導で、
初めてでも安心！

スタッフ参加のゴルフコンペの様子です♪

みんなみんな
なかよし♪なかよし♪

共
通
項
目

期間社員

仕　事▶�クラブハウス内の清掃、�
風呂清掃他

給　与▶�時給1,000円〜

期間社員 ハウスメンテ
扶養内応相談

正期 下記参照

〒060-0907
札幌市東区北7条
東4丁目1番地

☎011-751-2531
 中央バスグループ　総合ビル管理・警備保障

まずはお電話ください。
［担当/角井］

中央ビルメンテナンス㈱

仕　事▶�車両による巡回業務、各ゲートにおける出入
管理業務及び検査業務等

期　間▶�即日～令和3年3月31日�
※次年度1年契約で更新の可能性有り

資　格▶�警備業経験3ヶ月以上ある方
時　間▶�①9:00～翌9:00（実働16.5h、休憩8h）�

②9:00～19:00(実働8.5h、休憩2h）
勤　務▶�①②のシフト制（月19～20日程度）�

※①月18日程度、②月3日程度
休　日▶シフト制、月9日程度
給　与▶�日給7,040円＋交通費規定支給
勤務先▶千歳市美々�新千歳空港

新千歳空港新千歳空港巡回警備巡回警備スタッフスタッフ募集募集
契 警備スタッフ

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

ホームヘルパー募集!

担当/木下まずは
お電話ください。

時間相談時間相談
できます♪できます♪

☎0123-33-1120

パ 訪問介護員

仕　事▶�フロント業務、客室清掃
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給861円
時　間▶��9:00～20:00（実働4～7h）�

※シフト制　※勤務時間等応相談
勤　務▶�応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵南24番地398�ホテルアーデン恵庭

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
（13時以降にご連絡お願いします。）

☎0123-33-2982 担当/金谷

空いた日に働きませんか？

未経験者歓迎です。

勤務日は相談の上決定します。
予定のない日を有効活用♪

アパ フロント・客室清掃

仕　事▶��病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月）�※更新有
給　与▶��時給900円 ※22時〜翌5時は深夜割増有�
時　間▶�①17:15～翌8:45（実働8.5h）�

②8:45～17:15（実働7.5h）�
③17:15～翌11:45（実働11.5h）�
④20:15～翌8:45（実働6.5h）�
⑤8:45～翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶�週2～3回、シフト制
待　遇▶�労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有）�
勤務先▶�千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9～18時】��担当/西田
株式
会社

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

パ 病院の夜間受付

清掃清掃スタッフスタッフ
週3日、夕方だけ！

時　間▶�15:00～18:00（実働3h）
給　与▶�時給865円
勤　務▶�月・火・水
待　遇▶�制服貸与、交通費�

規定支給、車通勤可

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル2F
千歳支店

受付/9〜17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

恵庭市島松本町4丁目の保育園勤務先

アパ 清掃

車通勤車通勤
OK!OK!

㈱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

◆水産 ★お寿司・惣菜製造のお手伝いです。
給　与▶�［一般］時給907円 

［学生］時給871円
時　間▶8:00～13:00

◆食肉
給　与▶�［一般］時給877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900〜950円 

［学生］時給871円
時　間▶10:00～14:00

◆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�②13:00～17:00

応募 ☎26-6660 [担当]店長

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店 スタッフ募集!スタッフ募集!

web応募

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

アパ 下記参照

仕　事▶�清掃・品出し・接客・発注等の店内業務
時　間▶�0:00～8:00
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶��時給870円 ※22〜24時/時給1,087円 

※24〜翌5時/時給1,150円
勤　務▶�週1日～OK�★たくさん働きたい等、応相談�

★土日祝働ける方歓迎
待　遇▶�制服貸与、車通勤可、深夜割増有、昇給制度有、各社保完備、

向陽台地区以外から通勤の方には交通費規定支給

千歳市白樺2丁目1-4株式会社いのうえ
千歳白樺店千歳白樺店

☎28-2096［担当］
井上

まずは、お気軽に
お電話ください。

ス タ ッ フ
WワークOK！未経験者大歓迎！
週1日〜OK♪ 夜間は高時給で稼げる!

コンビニで
働こう！

募
集

アパ 店内業務全般

◆送迎ドライバー
資　格▶�年齢不問、大型免許または�

中型免許（限定解除）保持者
給　与▶�時給861円〜 ★昇給有
時　間▶�①6:00～14:30�

②14:30～22:00
勤　務▶週1～5日程度（シフト制、応相談）
待　遇▶�労災保険有、昇給有、車通勤可、交通費規定支給

千歳市美々
2187-2アイシーパーキング

☎011-398-9471☎011-398-9471担当/堀

まずはお電話ください。面接時履歴書は不要です!!

旅行者旅行者のの送迎送迎しませんか!!しませんか!!
年齢不問

ア 送迎ドライバー

［パート］ザ・ノースカントリーGC清掃 
★季節雇用/4月上旬〜11月下旬
★長時間パートも可
勤務先▶�ザ・ノースカントリーゴルフクラブ�

（千歳市蘭越26）
給　与▶�時給950〜1,000円
時　間▶�①6:30～10:30　②7:00～11:00、�

③14:30～19:00　④12:30～17:00�
※1勤務�実働3.5h

休　日▶�週2日以上
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

入社後すぐに使える特別有休制度あり！

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

（平日のみ）

東京美装北海道㈱千歳支店
☎0123-24-3771応募

パ 清掃

《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

◆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）�

見学してからの応募もOK！
まずはお気軽にお電話ください。

☎☎0123-40-77070123-40-7707
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

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

◆計画作成担当者兼介護職員（正職員）スタッフ
募集!!

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

月収例

月収例

施設見学施設見学
受付中受付中

206,000円～268,800円（夜勤4回の場合）＋各種手当

187,420円～199,496円（夜勤5回の場合）＋各種手当

★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

正 計画作成担当者兼介護職員、介護職員

❶4tトラック配送及び工場内諸作業
仕　事▶�札幌市及び近郊の得意先への配送や工場内

での雑作業
給　与▶ 時給1,440円  ※残業手当有（25％割増）

❷農機械の組立専属ライン従事者
仕　事▶�トレーラーの組立作業
給　与▶�時給1,440円  ※残業手当有（25％割増）

❸溶接工・塗装工
仕　事▶�農機部材の半自動溶接作業や農機部品の�

吹きつけ塗装作業
給　与▶�時給1,680円  ※残業手当有（25％割増）

未経験者も可!

3職種募集!!
《共通項目》
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▶即日～��※3ヶ月更新（長期継続予定）
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)

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック構内

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

高
時
給

時
給
時
給

1,440円❶❷
❸ 1,680円

★他にもイロイロお仕事あります !

派 工場スタッフ
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