
2021 年 4 月 2 日（金）ちゃんと 12

日曜日は日曜日は
時給UP時給UP！！

〒066-0021　千歳市東郊2丁目15-14
パスタランテ

◆ホール兼洗い場スタッフ
時　間▶�11:15〜14:15
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇�

日曜日働ける方歓迎
勤　務▶�水、金、日
給　与▶�水、金曜/時給900円、日曜/時給1,000円〜 

（試用期間30h程度/時給861円）
待　遇▶��制服貸与、交通費規定支給、労災保険、車通勤可、食事補助

【受付/12〜14時以外】�☎23-7657応 募

水・金・日の週3日勤務です！
学校行事等のお休みOK！

急募!急募!

パスタ
専門店

明るく元気な方
大歓迎!!

千歳 ア パ ホール兼洗い場

仕　事▶�厩舎、馬房、パドックの清掃�
※馬には一切触りません。

資　格▶マイカー通勤可能な方
時　間▶�7:00〜10:00（実働3h）
給　与▶�日給3,200円 ★賞与有
休　日▶�週1日〜�※日数応相談　
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、慶弔特別休暇、

社員割引制度有、他福利厚生充実

●まずはお電話ください。【受付/9時〜16時】

●メール応募も受付中！ 24時間OKです。

〒059-1361�苫小牧市美沢114番地7
ノーザンホースパーク

☎0144-58-2813☎0144-58-2813 担当/田中

http://www.northern-horsepark.jp/

厩舎清掃スタッフ厩舎清掃スタッフ（通年アルバイト）（通年アルバイト）

即日採用！ すぐ働けます！即日採用！ すぐ働けます！

Wワーク
 OK！

勤務・休日勤務・休日応相談!!応相談!!

keiri3@northern-horsepark.co.jpkeiri3@northern-horsepark.co.jp

苫小牧 ア 厩舎清掃スタッフ

◆幼稚園のあずかり保育
資　格▶�幼稚園教諭免許または保育士免許、�

経験者尚OK
給　与▶時給1,160円
時　間▶��15:30〜19:15
勤　務▶�週3日〜OK
休　日▶日・祝、年末年始

◆学童クラブ支援員・補助員
資　格▶�（幼・小・中・高）教諭・保育士・社会福祉士・高校卒業後2

年以上社会福祉事業に従事した者、無資格者OK、その他
給　与▶�資格有/時給1,160円〜　 

資格無/時給1,000円〜
時　間▶��［基本］14:00〜18:40　�

［休校日］7:55〜18:40�
※ともに実働2〜5h（応相談）

勤　務▶週3日〜OK
待　遇▶�健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、通勤

手当、扶養内勤務可能※学童のみ期末手当

恵庭市南島松
27番地

無資格者OK！ 経験者尚OK♪無資格者OK！ 経験者尚OK♪

アソカ学園 島松幼稚園

幼稚園幼稚園ののあずかり保育あずかり保育
学童クラブ支援・補助員学童クラブ支援・補助員

ま ず は お 気 軽 に お 電 話 く だ さ い 。

☎0123-36-6655
担当/高坂　受付/平日9〜17時

時給
1,160円

業務広大に
伴う募集！

恵庭 パ 下記参照

共通�
項目

アルバイト&パート募集

☎37-7250☎37-7250電話連絡の上、写真付
履歴書をお持ちください。

恵庭市恵み野西5丁目3-1 ★JR恵み野駅より徒歩10分程度

生活協同組合
コープさっぽろ 恵み野店

時　間▶��夜間パ・ア/17:00〜21:00
給　与▶�パ/時給861円〜　ア/時給861円 

※試採用期間4ヶ月/同時給 
※職務加給、日祝手当有

資　格▶�未経験者歓迎（高校生不可）
勤　務▶ 週4〜5日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

 ■ デリカ

時　間▶�パ・ア/9:00〜17:00のうち実働4h�
夜間パ・ア/17:30〜21:30

給　与▶�パ/時給861円〜　ア/時給861円 
※試採用期間4ヶ月/同時給 
※職務加給、日祝手当有

資　格▶�未経験者歓迎（高校生不可）
勤　務▶ 週4〜5日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

 ■ レジサポート

急募

学生歓迎

未経験者未経験者も歓迎♪も歓迎♪

恵庭 ア パ 下記参照

仕　事▶�新ホールオープンにつき、�
広報宣伝活動

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶��10:00〜15:00�※実働4h�※応相談
休　日▶�土日祝
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

子育て支援金有（小学校〜高校生まで
500円〜700円/1日)

勤務先▶�ベルコ千歳シティホール�
（千歳市北信濃871-19）

お電話もしくは写真付履歴書をご郵送ください。

☎0123-26-1163
千歳市北信濃871-19
ベルコ千歳シティホール内株式会社 God-Wind

今秋 向陽台地区に 
｢家族葬ホール｣がオープン予定!!

広報広報
子育て世代を応援!

｢子育て支援金｣あり!

スタッフスタッフ
募集!募集!

（リアン平安閣）

受付/13〜18時（月・木以外）

千歳 パ 下記参照

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

仕　事▶�ホテルの清掃管理業務全般（清掃後の点検、�
ホテルとの打ち合わせ、スタッフのシフト調整、他）

資　格▶清掃員経験者尚可
給　与▶�時給900円〜  

※試用期間3ヶ月有（同条件）
時　間▶�8:30〜16:15（実働7h、休憩45分）
勤　務▶�週休2日制�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの清掃スタッフ募集

車通勤OK

千歳 パ 下記参照

が新しくなりました。

これからも 

よろしく 

お願いします。

ほ
え
〜

へ
〜

☎22-5378
携帯電話に連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。委細面談。

080-2862-0133

小林農園 〒066-0002
千歳市釜加545-3

仕　事▶�主に大根の機械洗浄や箱詰め�
作業等の軽作業

期　間▶4月上旬〜10月末位まで(相談可）
資　格▶�未経験者歓迎�

★公共交通機関が不便な為車通勤出来る方
時　間▶�8:00〜17:00
給　与▶�時給865円〜　※試用期間1ヶ月有  

※経験・能力により優遇
休　日▶週2〜5日程度(勤務応相談)
待　遇▶車通勤可､交通費規定支給

経験・能力により優遇 !

4月上旬〜
10月末まで軽作業 軽作業 

スタッフ募集!スタッフ募集!

千歳 パ 軽作業

短期・ 短期・ 
WワークWワーク

OK!!OK!!

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��
☆院内保育所利用可能

［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。

◆�外来看護師/採用日�随時

市立千歳市立千歳
市民病院市民病院 外来看護師・病棟看護助手外来看護師・病棟看護助手募集募集

資　格▶�不問
時　間▶���6:00〜21:00�※実働7h�※シフト制�

※配属先により始業時間が変更となる場合有
給　与▶�月給144,606〜166,103円  

※資格等により賃金加算有
休　日▶シフト制
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�☆院内保育所利用可能

市立千歳市民病院
千歳市北光2丁目1-1

☎24-3000☎24-3000
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。）

◆看護助手/採用日�随時

若干名
募集

1名
募集

千歳 臨 外来看護師、看護助手

給　与▶時給1,200円〜
時　間▶�①8:30〜17:30�②17:30〜翌2:30�

※2交替制�※実働8h
休　日▶��土･日曜、祝日�※GW・お盆・年末年始有

千
歳

ダンボール製造

正社員登用制度有正社員登用制度有1,200円〜1,200円〜
時給

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�8:20〜17:20�※実働8h
休　日▶土・日曜�※長期連休有

恵
庭

住宅の窓の組立

事務員も募集中事務員も募集中1,000円〜1,000円〜
時給

給　与▶時給1,250〜1,563円
時　間▶��①8:00〜17:15�②16:00〜翌1:15�

※2交替制�※実働8h
休　日▶�週休2日

恵
庭

原料のブレンド作業

資格取得支援制度有資格取得支援制度有1,250円〜1,250円〜
時給

資　格▶要普免、フォークリフト免許�※実務経験必須�
給　与▶時給1,250円〜
時　間▶�①8:00〜17:00�②9:00〜18:00�※実働8h
休　日▶�土･日曜、祝日�※長期連休有

千
歳

倉庫内リフト作業

高時給!!高時給!!1,250円〜1,250円〜
時給

まずはお電話ください！

待　遇▶�各社保完備、制服貸
与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、
週払いOK（規定有）

0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

《共通項目》�

★�3日払い・週払いOK！
★�即シフト入り・即勤務もOK！
※規定有

オススメ
今週の
ホットスタッフ苫小牧

55 案
件

その他お仕事多数！ 登録のみも大歓迎♪

給　与▶時給1,000円
時　間▶�9:00〜21:00�※実働7h
休　日▶�週休2日

花苗・自転車販売、資材積込み

4～6月の短期4～6月の短期1,000円1,000円
時給千

歳・恵
庭

千歳・恵庭 派 下記参照

㈱肉の山本 千歳市流通3丁目2-2☎0123-23-7617
まずはお気軽にお電話ください。

�http://www.29yamamoto.jp/
担当/菊地

資　格▶�年齢不問、未経験者歓迎
給　与▶ 時給861円〜
時　間▶�9:00〜17:00�※応相談
休　日▶�日曜、祝日、他（会社カレンダーによる）
待　遇▶��車通勤可（無料駐車場有）、制服貸与、試用期間3ヶ月有

❶加工スタッフ�

❷梱包発送スタッフ�

パート

私達とおいしい私達とおいしいお肉お肉をを
皆様にお届けしませんか？皆様にお届けしませんか？

22職種職種募集募集
パック詰め等の簡単なお仕事です。

ギフト商品を梱包発送するお仕事です。

★

日の出小学校

祝梅小学校

メムシ公園

しゅぷく公園

セブンイレブン

セイコーマート

ほっともっと

ツルハドラッグ

青葉幼稚園

ビッグハウス
千歳脳神経外科

セブンイレブン

千歳市温水プール

寿1号公園

サツドラ

オートバックス

セイコーマート
〒

セブンイレブン

北洋銀行

鉄東広場

青葉中学校

住吉認定こども園

コープさっぽろ
パセオすみよし

祝梅大通

東
大
通

東大
通

道
央
圏
連
絡
道
路

祝
梅
川

道
央
圏
連
絡
道
路
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梅ヶ丘郵便局

★

千歳 パ 加工スタッフ、梱包発送スタッフ

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

1名募集2名
募集

日勤パート
も募集!!

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

WワークOK

千歳 正 パ 介護職員

長期勤務長期勤務を希望される方は、を希望される方は、
月給制アルバイト月給制アルバイトも可！も可！

期　間▶即日〜5月31日
仕　事▶�車両の洗車、車内清掃業務、�

タイヤ交換補助業務
給　与▶�時給1,000円
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶9:00〜18:00(実働8h、休憩1h)
休　日▶�火曜定休､第2水曜日、他シフト制
待　遇▶�制服貸与､車通勤可、�

交通費支給(月27,000円まで)

〒066-0037 千歳市新富3丁目2-2

まずはお気軽に連絡ください。 【担当】
大和、日野☎0123-27-7111

㈱ホンダカーズ札幌中央 千歳店

札幌中央

車の知識が無くても大丈夫!!車の知識が無くても大丈夫!!

短期アルバイト短期アルバイト
急募急募

千歳 ア 車両の洗車、車内清掃業務、タイヤ交換補助業務

〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11-1 電通恒産札幌ビル1F

まずはお気軽にお電話ください。
☎011-205-1471

株式会社アメック■トータルビルメンテナンス・運営管理
採用担当者

恵庭市「花の拠点 はなふる」恵庭市「花の拠点 はなふる」で
働いてみませんか？

座ってできる
仕事が中心♪

フルタイムパート
勤務先▶�花の拠点�はなふる�センターハウス�

（恵庭市南島松828番地）
仕　事▶�受付業務全般
資　格▶��基本的なPC操作が可能な方
給　与▶時給900円
時　間▶9:00〜17:00（実働7h）
勤　務▶�土日を含む週3〜4日（シフト制）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可（当社規定による）

総合案内
受付スタッフ

はなふる センターハウス

恵庭 パ 受付スタッフ

㈱北海道グリーンハウス
札幌市中央区北3条西2丁目8番地　さっけんビル2F

調理補助&食器洗浄調理補助&食器洗浄
スタッフ募集!!スタッフ募集!!

◆調理補助
時　間▶�①5:00〜10:00�※実働4.5h�

②5:00〜14:00�※実働8h

◆食器洗浄
時　間▶17:00〜19:30�※実働2.5h

担当/
おぐら☎011-232-2430

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先で行います。 【受付/9〜18時】

未経験者OK！

《共通項目》
仕　事▶�盛付け・食器洗浄等の簡単な調理補助
資　格▶��未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶��時給861円
勤　務▶��週5日�※応相談
待　遇▶��各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、�

車通勤可、早番手当有
勤務先▶��恵庭南病院/恵庭市住吉町2丁目4-14

恵庭 パ 調理補助
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