
2021年3月19日（金） ちゃんと11

仕　事▶�レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶�未経験者歓迎、長期勤務できる方、�

土日祝勤務できる方�
※教育期間中は平日に勤務可能な方（応相談）

時　間▶�①7:00〜12:00�
②17:00〜22:00or18:00〜22:00�
③22:00〜翌7:00

給　与▶�①時給877円〜�
②時給861円〜�
③時給1,100円〜

勤　務▶�★たくさん働きたい方も�
　応相談�
★週2日〜相談OK

待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶�電話の上写真付履歴書をお持ちください。

学生さん、学生さん、
フリーターさんフリーターさん

歓迎歓迎

恵庭島松東町店恵庭恵み野西店�
恵庭市島松東町3丁目7-8恵庭市恵み野西3丁目1-2

島松東町店
担当/佐々木

☎37-8355【受付時間/10時〜18時】

恵み野西店
島松東町店22店舗同時募集店舗同時募集!!

アパ 店内業務

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

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

給　与▶�時給1,000円
時　間▶�8:00〜16:00�

(実働6.5h)
期　間▶3月下旬〜2ヶ月更新
休　日▶シフト制（週休2日〜）

給　与▶�時給1,080円
時　間▶�①8:00〜17:00�

②20:00〜翌5:00�
※交代制

休　日▶�土日

給　与▶�時給1,100円〜
時　間▶�①8:00〜17:15�

②16:00〜翌0:15�
③0:00〜9:15��※3交代制

休　日▶�シフト制（週休2日）

【恵庭市】卵の検品・運搬・洗浄

★事前の見学可能! ★扶養内OK!

【広島県】ゴム製品の加工・検品

★月収20万円可能!

【恵庭市】原材料の運搬・加工

★資格取得可能! ★正社員登用有!
時給1,000円

時給1,080円
時給1,100円〜長期 3月下旬〜

長期

アスクゲートノースアスクゲートノースオススメ!求人紹介!オススメ!求人紹介!

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。

0120-172-6420120-172-642 ★ご自宅近くまで出張登録可能!
※新型コロナウイルス感染予防対策を徹底しております。

ご自宅近くから ご自宅近くから 
職場まで送迎有!職場まで送迎有!

本州で働こう!

寮費寮費
無料無料

派 原材料の運搬・加工、卵の検品・運搬･洗浄、ゴム製品の加工・検品

市立千歳市民病院市立千歳市民病院

院内保育所
利用できます。

外来外来
看護師看護師

資　格▶�看護師免許
時　間▶���8:30〜17:00��

※実働7h
給　与▶�月給185,974〜195,458円�
休　日▶土･日曜、祝日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、社保完備、

雇用保険、有給休暇、期末手当�

市立千歳市民病院
千歳市北光2丁目1-1

☎24-3000☎24-3000

［応募］まずはお気軽にお電話ください。
　　　千歳市会計年度任用職員申込書 兼 履歴書（市指定用紙）は当院のHPから取得できます。

内線8232内線8232 総務課総務係https://chitose-shimin-hospital.jp/

（資格･免許が必要な職種については、
�資格証明書等のコピーが必要です。）

◆�外来看護師/採用日�令和3年4月〜

1名募集

臨 外来看護師

㈱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�※8:00〜16:00も可

◆品出し�★土・日出勤できる方限定
給　与▶�［一般］時給874円　�

［学生］時給871円
時　間▶①8:30〜13:00　②17:00〜21:00

◆レジ�★勤務日数応相談
給　与▶�［一般］時給900〜950円�

※17:00以降の勤務は950円�
［学生］時給871円

時　間▶�①14:00〜18:00�
②17:00〜21:00

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!

コチラからweb応募も可能です▶

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

★社宅応談可�★その他委細面談
給　与▶�月給250,000〜�

　　300,000円
休　日▶�週休2日程度�※シフト制

★その他委細面談
給　与▶�時給900〜1,000円��

※時間帯により変動有
休　日▶週休2〜3日�※シフト制

〒080-0809 帯広市東9条南8丁目2-14履歴書を右記に�
ご郵送ください。合同会社�インシュピルサン

☎0155-29-2151　担当/高橋

駐屯地内での
調理業務急募!

4月1日~スタート

時　間▶��4:00〜18:30の間でシフト制�
例/①4:00〜16:00�②9:00〜18:30�
�����③13:00〜18:30

待　遇▶�交通費規定支給、正社員のみ社保完備
勤務先▶安平駐屯地

共
通
項
目

【正社員】調理師�

【パート・アルバイト】配食、調理補助�

（150円）
時給＋早出手当
4〜8時まで4〜8時まで

25〜30万円
月給

正アパ 下記参照

☎0144-35-0563

苫小牧市表町5丁目5-1�王子不動産ビル1F
太平ビルサービス㈱苫小牧営業所

担当/屋敷
大友応�募

期 キャンプ場施設の管理と運営

期　間▶4月頃〜10月末頃まで　　
資　格▶��自力通勤できる方
時　間▶�①9:00〜翌9:00（実働11h程）�

②9:00〜18:30（実働8h程）�※基本①②シフト制
勤　務▶週2〜3日（シフト制）
給　与▶�①日額10,575円(時間外含む)�

②日額7,200円
待　遇▶�交通費規定支給、他当社規定による

定年後の方
も歓迎!!

美 笛 キ ャ ン プ 場
ス タ ッ フ 募 集 ！

いよいよ いよいよ 
スタート!スタート!

千歳市豊里
2丁目10-4

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-40-7166
伊藤建設工業有限会社

[期間社員]土木作業員�
給　与▶�日給8,000円〜�※能力･経験による
[期間社員]重機運転手
給　与▶�日給10,000円〜�※能力･経験による
[正社員]土木施工管理技士
給　与▶�月給270,000円〜�※能力･経験による

《共通項目》
時　間▶�8:00〜17:00�※現場により変動有
休　日▶�日曜、お盆・年末年始
待　遇▶�社会保険（勤務時間による）、

厚生年金、雇用・労災保険、�
通勤手当（社内規定有）�

経験者･技能者は
優遇します!!

正期 下記参照

仕　事▶�①ホール等店舗内業務�
　★学生さん、主婦（夫）さん歓迎�
②調理補助及び洗い場�
　★主婦（夫）さん歓迎�★接客ナシ

時　間▶�①17:00〜22:00�
②17:00〜21:00または22:00

給　与▶�①［一般］時給920円�［高校生］時給880円�
②時給900円�※試用期間有

勤　務▶週2〜3日
休　日▶日曜日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、�

まかない付

担当/齊藤 ☎22-4711
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡
詳細は面談にて。

寿し・和食処 ほうりん
千歳市幸町1丁目　ニューサンロード内

扶
養
内
勤
務
OK

アパ 下記参照

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。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶即日〜10月末
給　与▶時給950円
時　間▶�9:00〜17:00�※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、残業手当有

★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）

大歓迎!!大歓迎!!

すぐ働けます!すぐ働けます!

時給950円!

未経験未経験 シニアシニア
の方の方

主婦（夫）主婦（夫）
さんさん

派 野菜の選別

［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

4月
単月
もOK

4月・5月の
2ヶ月

★
時
間
・
給
与

面接会に
お越しください！

【持ち物】・写真付き履歴書
・黒ボールペン

●�各回とも開始時間の5分前までに会場へお越しください。�

千歳市泉沢1007-206千歳ベース 担当/越川（こしかわ）☎0123-48-3812☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
仕　事▶�ⓐ宅急便・メール便などの仕分け�

ⓑ運転助手�ⓒ検問など
資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎、�

高校生不可
給　与▶�表参照
時　間▶表参照
勤　務▶�週3日〜�※応相談
待　遇▶�ヘルメット貸与、安全靴貸与、送迎バス有、�

車通勤可（送迎バスエリア外・時間外の場合
交通費支給有）

宅急便宅急便 仕分けスタッフ募集!!
※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。�
ご了承ください。学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!

末
広
大
通

幼
稚
園

駅
大
通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

送迎バス乗り場MAP

土3/20 ❶16:00〜
❷18:00〜

恵庭
市民会館

❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

千歳
ベース 3/21 日 ❶16:00〜

❷18:00〜
恵庭

市民会館
❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

千歳
ベース

�千歳ベースで日中開催の面接会には、千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の送迎バスをご利用可能です。（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

勤務時間 送迎 時給
❶ 19:30〜23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円�22時以降/1,188円
❷ 19:30〜翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 千歳・恵庭 970円�22時以降/1,213円
❸ 21:00〜翌1:00（実働4h） - 1,000円�22時以降/1,250円
❹ 21:00〜翌4:00（実働6h、休憩1h） - 970円�22時以降/1,213円
❺ 23:00〜翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,213円

ア 宅急便等仕分け作業

◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業
給　与▶時給900〜950円
時　間▶��8:00〜17:00の間で応相談�

（昼休憩12:00〜13:00）

☎33-3303
お気軽にお問い合わせください。

受付/10〜16時(月〜金）
担当/桑山 有限会社 中央園芸 〒061-1403

恵庭市中央164番地

◆苗の生産 
　《体力に自信のある方歓迎!!男性スタッフ活躍中!!》
給　与▶時給1,000円
時　間▶�8:00〜17:00（昼休憩12:00〜13:00）

苗の生産から出荷までのお仕事です

【ハウス内作業】勤務時間帯ご相談ください！【ハウス内作業】勤務時間帯ご相談ください！

【苗の生産】【苗の生産】時給1,000円!!時給1,000円!!

希望希望によりにより
時間調整時間調整します！します！

9：00〜12:00、8:30〜12:00、
9:00〜15:00など

例

初めての方・ブランクある方も歓迎!!初めての方・ブランクある方も歓迎!!

《共通項目》
期　間▶�4月〜5月末�

※10月末くらいまで延長の場合有�
　（5月下旬に打診します。）

資　格▶�交通機関がないため、車で通える方歓迎�
※恵庭市内送迎有、応相談

休　日▶�日曜日（希望休みは対応可能）

期 下記参照
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