
2021 年 3 月 19 日（金）ちゃんと 10

休　日▶�正社員/日曜、祝日、平日1日�※週4.5日勤務�
準社員/週3.5日勤務�
パート/シフト制

待　遇▶�社保完備、賞与年2回、昇給、有給休暇、�
産休・育休有、交通費全額支給、車通勤可、
制服貸与

勤務先▶�①高松歯科（恵庭市恵み野西6丁目22-6）�
②マイス歯科クリニック�
　(北広島市共栄町1丁目15-2)

仕　事▶�歯科衛生士業務
資　格▶�歯科衛生士資格
給　与▶�正社員/月給210,000円〜 

準社員/月給165,000円〜 
パート/時給1,300〜1,500円

時　間▶��月〜金/8:55〜19:15�
土/8:55〜13:15�
※就業時間については希望があれば�
　応相談致します。

恵庭市恵み野西6丁目22-6 北広島市共栄町1丁目15-2

医療法人社団 恪勤会

一緒に
働こう!

お気軽にお電話ください。☎0123-37-2050
高松歯科 マイス歯科クリニック

医療法人社団�恪勤会　高松歯科
受付/9:30〜18:00　担当/福士

週休2日や週3.5日勤務、週休2日や週3.5日勤務、
いろいろな働き方ができ、いろいろな働き方ができ、
有休消化率も100％!充実の待遇も有♪有休消化率も100％!充実の待遇も有♪

正社員
準社員
パート 歯科衛生士歯科衛生士募募

集集
まずはまずは
見学見学からから
でもOK！でもOK！

正準パ 下記参照

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-25-5415 担当/内藤　
受付/8〜17時

◆野菜・果物売り場の管理全般
資　格▶�要普免、経験不問
時　間▶�①7:00〜11:00（実働4h）�

②8:00〜12:00（実働4h）
給　与▶�時給890円　　
勤　務▶�週4〜5日�※応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶�ベジフル北海道［千歳］�

※業務スーパー千歳店内（千歳市北信濃783-1）�
※状況により恵庭店での勤務有

千歳市北信濃783-1㈱ベジフル北海道 店舗運営部

店員募集!!
★未経験者歓迎!!
★扶養内勤務OK♪

アパ 下記参照
業務
スーパー 野菜のカットや野菜のカットや

パック詰め、並び替え、パック詰め、並び替え、
値段付けなど値段付けなど
簡単な作業簡単な作業です！です！

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

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・客室清掃パ 食器洗浄スタッフ

仕　事▶�一般事務、PC入力、伝票仕訳業務、�
運送会社への配送連絡・手配など

資　格▶要普免、PC操作可能な方
給　与▶月146,000〜165,000円
時　間▶8:30〜16:45（休憩有）
期　間▶�12ヶ月間（契約更新、正社員への登用制度有）
休　日▶�完全週休２日制（土日祝）��

※年間休日122日�※年末年始休暇有
待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�千歳支店/千歳市上長都1190-1

� 履歴書（写真付）および職務経歴書を同封の上、�
令和3年3月31日（水曜日）までに右記まで郵送ください。
書類選考の上、追ってご連絡いたします。担当/北海道業務部�今田

応　募

ラジオCMでお馴染みのラジオCMでお馴染みの
ペンタキープペンタキープ®® Summit+の販売元です!! Summit+の販売元です!!

年間
休日

★正社員登用有!!★正社員登用有!!

122122日日

一般事務募集一般事務募集
お休み充実♪お休み充実♪

〒089-0563�中川郡幕別町字千住55番地2
http：//www.summit-agri.co.jp☎0155-55-6200

住商アグリビジネス株式会社

契 一般事務

パート

★土日勤務大歓迎★土日勤務大歓迎
★WワークOK!!★WワークOK!!

〒061-1411�恵庭市恵南4-1

フロントフロント スタッフスタッフ
募集募集

［担当］ミズタカ☎32-4171
� 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

仕　事▶フロント業務
給　与▶�時給880円〜  

※22時以降深夜割増有
資　格▶�未経験歓迎
時　間▶�10:45〜22:15の内の早番遅番シフト制��

[早番]10:45〜16:15�
[遅番]16:45〜22:15

勤　務▶�週3日・土日歓迎・応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、�

車通勤可、勤務後の入浴無料

パ フロント

080-6097-9805
【受付/10～17時】
担当/三上

電話の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市根志越2496-1
株式会社ミルキーベル
スイーツ・ソフト＆カフェ

アパ 下記参照

期　間▶即日〜10月末まで
仕　事▶スイーツ作り、接客など店内業務
給　与▶ 時給900円 
資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶�9:00〜18:00の間で6〜8h　※応相談
勤　務▶�土日を含む週2〜5日で応相談
勤務先▶��ミルキーベル本店、千歳道の駅内店舗
待　遇▶�車通勤可、交通費規定支給、制服貸与

土日、祝日働ける土日、祝日働ける
スタッフ歓迎!!スタッフ歓迎!!

扶養内扶養内
勤務可勤務可

恵庭市民会館（恵庭市新町10番地）

（株）東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

まずはお電話
ください。 ☎33-8225

［担当］採用係

仕　事▶�恵庭市民会館内の日常清掃�
（主に床掃き、ごみ回収等）

資　格▶�未経験者歓迎、ＷワークOK�
時　間▶�8:00〜11:00（実働3h）
勤　務▶週4日
休　日▶シフト制　　�
給　与▶�時給861円
待　遇▶�雇用保険、有給休暇、制服貸与、車通勤可、�

交通費規定支給

清掃員募集!!清掃員募集!!
パ 清掃スタッフ

売店スタッフ売店スタッフ募集♪募集♪

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

仕　事▶�自衛隊内にある売店での品出し・レジ・�
清掃等の店内業務全般。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給886円〜
時　間▶�[平日]9:00〜20:00の間で4〜5h、�

[土・祝]10:00〜15:00��
[日]9:00〜18:00の間で5〜6h

勤　務▶週4〜5日
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場

有）、制服（エプロン）貸与、有給休暇、試用期間3ヶ月有
勤務先▶�東千歳駐屯地�東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り
十里

未経験者未経験者
歓迎歓迎

パ 店内業務全般

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▶�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♪

共
通
項
目

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

勤務終了後の勤務終了後の
ゴルフ練習・プレーOK!!ゴルフ練習・プレーOK!!

HPをご覧ください▼

http://www.hcgc.jp/

正期 下記参照

【正社員・パート】介護職員
仕　事▶�利用者様の介護業務
資　格▶介護職員初任者研修修了以上
給　与▶�正/月166,000〜213,000円 

パ/時給870〜900円
時　間▶��正/①7:00〜19:00の間で実働7h（休憩1h）�

　�②16:30〜翌9:30（夜勤/月4〜8回）�
��パ/7:00〜19:00の間で応相談

休　日▶�正/月7日、有休・慶弔休暇あり
勤　務▶�パ/週2日〜OK（応相談）

【正社員】生活相談員
仕　事▶�デイサービスセンターでの�

生活指導員業務
資　格▶�社会福祉士、社会福祉主事任用、介護福祉士の�

いずれかの資格をお持ちの方
給　与▶�月180,000〜195,000円
時　間▶9:00〜17:00（休憩1h）
休　日▶��月7日、有給・慶弔休暇

【正社員・パート】介護職員
仕　事▶利用者様の介護業務
資　格▶無資格でもOK
給　与▶�正/月166,000〜213,000円
　　　　パ/時給870円〜900円
時　間▶正/①7：00〜19：00の間で実働7h（休憩1h）
　　　　　��②16：30〜翌9：30（夜勤/月4〜8回）
　　　　パ/7：00〜19：00の間で応相談
休　日▶�正/月7日、有休・慶弔休暇あり
勤　務▶�パ/週2日〜OK（応相談）

【正社員・パート】夜勤専属介護職員
仕　事▶グループホームでの夜勤介護業務
資　格▶介護職員初任者研修修了以上
給　与▶�正/月206,000〜263,000円 

パ/時給870円〜900円 
　 ＋夜勤1回に付き6,000円

時　間▶��16:30〜翌9:30（休憩2h）
勤　務▶�月11〜13日

【正社員・パート】夜勤専属介護職員
仕　事▶�有料老人ホームでの夜勤介護業務
資　格▶介護職員初任者研修修了以上
給　与▶�正/月206,000円〜263,000円 

パ/時給870円〜900円 
　 ＋夜勤1回に付き6,000円

時　間▶��16:30〜翌9:30（休憩2h）
勤　務▶�月11〜13日

【正社員】サービス提供責任者
仕　事▶�訪問計画書の作成、アセスメント、�

モニタリングなどのサービス提供�
責任者業務

資　格▶介護職員初任者研修修了以上
給　与▶�月180,000円
時　間▶7：00〜19：00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶�月7日、有給・慶弔休暇

【正社員】事務スタッフ
仕　事▶�介護施設での一般事務業務
資　格▶�介護施設での勤務経験、年齢は不問�

レセプト業務経験者優遇
給　与▶�月150,000円
時　間▶9:00〜17:00（休憩1h）
休　日▶�月7日、有給・慶弔休暇

恵 庭 市 内 4 つ の 事 業 所 で 大 募 集 ! !

新型コロナウイルス感染予防対策を徹底中新型コロナウイルス感染予防対策を徹底中

2020年2月から現在まで感染者0名！2020年2月から現在まで感染者0名！

安心して働ける職場です!!

札幌市西区山の手1条1丁目3番地MOE�Bldg.2F
㈱モエ・アグリ・コネクション
■�道内15市町村で62の介護事業所を運営するMOEグループ 希望職種明記のうえ、下記まで写真付履歴書をご郵送ください。

〒061-1406　恵庭市和光町5丁目16番6号
住宅型有料老人ホーム フルールハピネスえにわ

☎0123-34-6111 担当/村田《お問合せ》 ※面接の際マスクの着用をお願いしております。

《全体共通項目》
待　遇▶��各種社会保険完備（法定により）、賞与年2回（正

社員・パートともに支給）、交通費当社規定支給
（上限31,600円）、車通勤可、制服貸与、試用期
間3ヶ月あり（同条件）、各種褒賞制度あり、退職
金制度（勤続3年以上の正社員）、キャリアアップ
（昇給制度）あり

有料老人ホーム  フルールハピネスえにわ
(恵庭市和光町5丁目16-6)

スパ&アクティブスタジオ  MOEGYMえにわ
(恵庭市和光町5丁目16-6)

グループホーム  萌えにわ
(恵庭市和光町4丁目8-1)

ヘルパーステーション  萌えにわ
(恵庭市和光町5丁目16-6)

経験・年齢
不問

経験・年齢
不問

経験・年齢
不問

経験・年齢
不問

経験・年齢
不問

経験・年齢
不問

年齢不問

レセプト業務 
経験者優遇

正パ 下記参照
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