
2021 年 3 月 5 日（金）ちゃんと 14

恵庭市黄金中央4丁目6-5 モーニンググローリー

仕　事▶ 障がい児童の療育・自立支援のサポート
資　格▶ 保育士･幼稚園教諭･教育免許、社会福祉学部卒業、

児童福祉事業経験2年以上のいずれか、年齢不問
給　与▶ 時給870～1,000円
時　間▶ 9:00～18:00の間で3h～
勤　務▶ 月～土曜 ※週1日～OK！
休　日▶ 日曜、祝日、年末年始
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可

☎0123-34-3334 

パ 児童デイサービススタッフ

応 募

仕　事▶パークゴルフコースの整備等
資　格▶経験者優遇、自力通勤可能な方
給　与▶ 時給1,000円もしくは月給20万円 ※要相談
時　間▶6:00～15:00 ※実働8h
休　日▶日曜日、他シフト制（隔週で週休2日）
期　間▶4月～11月
待　遇▶雇用・労災保険

◆コース管理
★冬場はキャンプ場でのお仕事もあります。

コース管理コース管理募募
集集

るるまっぷパークゴルフコース 〒061-1356
恵庭市西島松275

090-6268-9628【受付/8～17時】
まずはお気軽にお電話ください。担当/大藤

急募急募
パ コース管理

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

仕　事▶�客室清掃、備品補充及び 
簡単な軽食調理 

時　間▶�①9:00～15:00 
②19:00～翌1:00 

給　与▶�時給900円～ 
※22時以降/時給1,125円～ 
※昇給有 

勤　務▶�応相談 

0123-40-20770123-40-2077
090-2511-4127

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 

担当/
國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

土日のみの方歓迎！土日のみの方歓迎！

☆40～50代の女性活躍中!

Wワーク
OK

パ ベッドメイク・キッチン

勤務先▶ JR新千歳空港駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃 

（男女・多目的トイレ含む）、 
ゴミの収集・分別、他

時　間▶ ①8:50～12:50（実働4h） 
②12:50～19:50（実働6h、休憩1h） 
※①②シフト制

給　与▶時給875円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

女性女性
活躍中！活躍中！

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

駅舎駅舎清掃清掃スタッフスタッフ募
集

☎0123-45-7160 080-2877-3015

パ 清掃

仕　事▶ 入居者認知症高齢者の生活介護全般
給　与▶ 月給198,693～209,230円 

※経験・年齢・資格による  
※賞与、夜勤手当1回5,000円（月5回）、処遇改善手当を含む

時　間▶ ［日勤］8:30～17:30  ［早出］6:30～15:30 
［夜勤］15:30～翌9:30 
※利用者状況により遅番有

勤　務▶ 4週8休 ★年3日特別休暇有

仕　事▶ 入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶ 1勤務19,174～19,798円
時　間▶ 15:30～翌9:30
勤　務▶ 週1～2回 ※回数、時間応相談

3名
募集

待　遇▶ 昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶ 未経験歓迎・無資格もOK 

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可 
  （約半額の還付金制度有）

共
通
項
目

◆ グループホームえみな ゆうまいの家（千歳市勇舞7丁目10-12）
◆ 小規模多機能ホーム エルムの家（千歳市長都駅前5丁目1-10）
◆ 小規模多機能ホーム ままちの家（千歳市真々地1丁目2-15-2）

正社員
◆ サービス付き高齢者向け住宅えみな うらら家 
（千歳市長都駅前5丁目1-10）夜勤専任パート

★未経験者多数勤務しています！

千歳市勇舞1丁目2-2
まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田 ㈱えみな☎23-2262（えみな うらら家

か

）

介護職員募集中!!
株式会社えみなは株式会社えみなは「心に寄り添う介護」「心に寄り添う介護」の提供を目指しています。の提供を目指しています。

★勤務開始日応相談

※�夜勤明けの次回勤務は�
47〜71h後となります。★ えみな介護職員養成講座で初任者研修受講できます♬

080-7656-6610

年末年始
手当支給

1～2名募集
WワークOK

正パ 介護職員

派 電子部品の製造・製造補助

《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）

千歳市大和2丁目2-8ゆあみ茶屋 千歳大和
千歳市富士3丁目1-10ゆあみ茶屋 千歳富士

まずはお電話ください！

★�土日祝勤務可能な方、送迎業務が�
出来る方、お待ちしています！

担当/
上田・菊地0120-838-700

デイサービスデイサービス

無資格・無資格・
未経験者歓迎 ! !未経験者歓迎 ! !

中・重度化予防
デイサービス ◆介護職員（正社員）

仕　事▶ 送迎・食事・入浴・排泄等の介助、 
介護業務やレクリエーション支援他

資　格▶ 土日祝勤務可能な方、送迎業務ができる方 
※ 介護福祉士または社会福祉主事任

用資格があれば尚可
時　間▶ 8:30～17:30
勤　務▶ 週休2日 

（シフト制、土日祝勤務有）
給　与▶ 月180,000～250,000円 

※能力・経験による（各種手当含む）
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、車通勤可、 

交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶ ①②からお選びください。 

①ゆあみ茶屋 千歳大和 
②ゆあみ茶屋 千歳富士

明るく元気な方歓迎します!!

●�20～50代まで、�
幅広い年代が活躍中！

●無資格、未経験でも�
　月給18万円スタート！

介護職員介護職員
【正社員】【正社員】

正 デイサービス介護職員　

準ア 下記参照

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

［応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱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

◆青果
給　与▶ ［一般･学生］時給871円
時　間▶ ①13:00～17:00（応相談） 

②17:00～21:00 ※学生可
◆食肉

給　与▶ ［一般･学生］時給871円
時　間▶ 8:30～13:00（応相談）

給　与▶ ［一般］時給874円
時　間▶ 8:00～12:30

◆青果

給　与▶ ［一般］時給920円
時　間▶①8:30～13:00 ②12:00～17:00

◆食肉

★他の部門も募集中！希望店舗にお気軽にお問い合わせください。

☎23-7667
長都店

千歳市勇舞8丁目1-1
応 募 web応募

恵庭市本町210
恵庭店 応 募

☎33-1122
web応募

アパ 下記参照
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