
2021 年 3 月 12 日（金）ちゃんと 12

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

★�有給を取得しやすい職場です。
★�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

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

休　日▶�シフト制　
待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

〈正社員〉

バス乗務員

仕　事▶�タクシーの配車係および事務
時　間▶�7:30〜19:00（実働8h）�

※時間外勤務有
勤　務▶�週5日程度
給　与▶�月給16万円〜（時間外含む）

配車係
および

事務補助

〈正社員〉

時　間▶�日勤/8:00〜17:00（実働8h）��
　　�※時間外勤務有�
隔日勤務/8:00〜24:00�
　　　　�※早出・時間外勤務有�
※�日勤・隔日勤務のシフト制

給　与▶�月給15万円〜 
※売上により歩合給追加支給

資　格▶�普通二種以上�

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

女性も
活躍できる!

仕　事▶�市内循環バスおよび、�
マイクロバスの運転業務

時　間▶�6:30〜22:00の間で�
早番・遅番有（実働8h）

給　与▶�月給20〜26万円（時間外含む）
資　格▶�中型二種又は大型二種保持者

正 下記参照

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

清掃/サッポロビール工場パート
給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00〜12:00
勤　務▶月〜金曜の間で週4〜5日�

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

清掃/我汝会えにわ病院パート

厨房（調理補助）/我汝会えにわ病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

フルタイム
パート

給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00〜19:30の間で実働4〜8h　
勤　務▶シフト制（応相談）

パ 清掃、厨房（調理補助）

北海道東急ビルマネジメント㈱

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F
千歳・苫小牧営業所

☎0123-22-1090
電話連絡の上、後日面接を行います。電話連絡の上、後日面接を行います。担当/スズキ

勤務先▶�学校法人鶴岡学園�文教大学附属幼稚園�
（恵庭市漁町394番地）

仕　事▶幼稚園バスの運転手
資　格▶�中型免許、大型1種又は大型2種免許必須、�

未経験者可、子供好きの方歓迎
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�①7:30〜10:00�②13:30〜16:00�

※①②の間拘束なし
勤　務▶�基本週5日（月曜〜金曜）
休　日▶�土･日曜、祝日、GW、春休み、夏休み、冬休み、他�

※園の行事予定カレンダーによる
待　遇▶�各種社会保険完備、�

交通費規定支給（上限8,000円迄/月）、�
有給休暇、健康診断（年1回）、無料駐車場有

プライベート時間が取りやすい環境です☆長期休みあり長期休みあり

幼稚園バス運転手幼稚園バス運転手
丁寧な研修あり!!丁寧な研修あり!!

未経験未経験でもでも大丈夫大丈夫★★

契 幼稚園バス運転手

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

［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
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▶�10:30〜19:30（実働8h）
休　日▶�週休2日
待　遇▶�社保完備、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!

パ 清掃

☎0123-24-3771応募 （平日のみ）

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

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。
写真付履歴書をお持ちください。

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

時　間▶�①9:00〜13:00�②13:00〜17:00�
③17:00〜21:00�※実働4h、シフト制

勤　務▶�週3〜5日
給　与▶�時給886円 ★日曜・祝日は時給+100円  

※試採用期間4ヶ月/時給861円

レジ（サポート） パート

時　間▶�①7:15〜11:15�or�8:00〜12:00�
②12:00〜16:00�※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円+職務加給30円 

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円

デリカ担当 ★1日4時間からOKパート

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、有給休暇、共済会

★��学生大歓迎!!
高校生もOK

時　間▶17:00〜21:00
勤　務▶�週3〜5日
給　与▶�時給861円

レジ兼品出し アルバイト

アパ 下記参照

◆花の栽培スタッフ◆トマトの栽培スタッフ

パパーート･アルバイト募集!!ト･アルバイト募集!!
栽培スタッフ  通年雇用栽培スタッフ  通年雇用

勇払郡安平町早来富岡210-20

仕　事▶�トマトの収穫・出荷準備・管理作業
期　間▶4月〜通年雇用
資　格▶�未経験者・経験者ともに歓迎、�

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）、�
土日祝日勤務可能の方

給　与▶��時給880円
時　間▶8:00〜17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、社員割引有

仕　事▶�鉢花の手入れ・出荷準備・管理作業
期　間▶4月〜通年雇用
資　格▶�未経験者・経験者ともに歓迎、�

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）、
土日祝日勤務可能の方

給　与▶�時給880円
時　間▶8:00〜17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶��月10日
待　遇▶��各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、社員割引有

【受付】平日
9:00〜17:30
担当/笠井、三木☎0145☎0145--2626--28002800

未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

通年雇用（4月〜）通年雇用（4月〜）
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アパ 下記参照

【製造】電気の放電現象（アーク放電）を利用し、
同じ金属同士をつなぎ合わせる溶接方法。

アーク
溶接

知ってるようで、
 知らない

コトバ

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
休　日▶�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　

①充実した入社教育!
② 配属前トレーニング!

③福利厚生充実!

〒066-0077 千歳市上長都1053-1㈱ダイナックス

ダイナックスには、働きやすい理由あり♪

増産増産のためのため製造職募集製造職募集!!!!
2121万円万円〜 〜 

★その他手当★その他手当
　別途支給　別途支給

残業20h、交替勤務の場合月収例
可能可能

給　与▶�日給月給153,500円〜　※職務経験等により優遇致します。�
資　格▶�18歳以上（省令2）、高卒以上、経験不問（製造業務経験者尚可）、�

交通機関が不便な為マイカー又は自力通勤可能な方
時　間▶�①8:30〜17:30　②20:30〜翌5:30　※①②の交替制
休　日▶�年間休日121日（完全週休2日制、GW・お盆・年末年始等）�

※生産ラインの稼働状況により、5勤2休（土日休み）と4勤2休（その他）　
になる場合があります。（勤務カレンダーによる）

待　遇▶�賞与年2回、退職金制度有、昇給有、社保完備、交通費支給有、無料駐車場有、
企業内保育施設有、試用期間6ヶ月有、制服貸与

勤務先▶�苫小牧工場（苫小牧市字柏原6-183）、千歳工場（千歳市上長都1053-1）

 製品の加工・取付・機械オペレーター、その他関連業務等、 
製品の生産対応全般を担当していただきます。

中途採用者多数活躍中中途採用者多数活躍中です！です！

☎0123-24-2891
まずはお電話の上、履歴書と職務経歴書をご送付ください。

人事総務部 採用担当 宛

★ＧＷ・お盆・年末年始等は、★ＧＷ・お盆・年末年始等は、  
　　約10連休!!約10連休!!

正 製造職

実際の作業をシミュレーションでき、自信が持てます！実際の作業をシミュレーションでき、自信が持てます！
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