
2021年4月16日（金）ちゃんと 12

仕　事▶ 学校施設管理、清掃、 
事務管理、学校行事業務

資　格▶ 要普通免許、危険物取扱者甲種 
又は乙4種（必須）

給　与▶月給134,750円
時　間▶7:30～16:00　※実働7.5h
休　日▶土日祝
待　遇▶通勤手当、燃料手当支給、賞与有
勤務先▶千歳市立東千歳中学校

学校用務員募集

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F） 

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
面接は千歳アルカディアプラザで行います。

☎011-271-1749【担当】長谷川
応募 

千歳営業所
【受付】8:45～17:30

正社員 
募集!!

千歳 正 学校用務員

資　格▶ 年齢不問、シルバー世代歓迎、週3日以上勤務出来る方
仕　事▶ 料理の補充、食器片付けなど 

誰にでもすぐに覚えられる仕事です。
給　与▶ 時給900円 

※研修期間有（実働14日間/時給861円）
時　間▶ 5:00～9:30
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）、

制服貸与、希望休日取得可、年2回ミニボーナス有

アルバイト
パート

短時間労働 シルバー世代歓迎

朝食バイキング
スタッフ

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちいただくかご郵送ください。

担当/ 尾田☎0123-26-1155
千歳市千代田町
6丁目1番地

希望休み
取得可

千歳 ア パ 調理員

◆4tトラック運転手
仕　事▶ 4t箱車にて雑貨、住宅建材商品、サッシ、段ボール

等を千歳市内及び道内に配送する業務
資　格▶中型自動車免許、経験者優遇
給　与▶月230,000～280,000円
時　間▶ 8:00～16:20（休憩1h） 

※業務内容により異なります。
休　日▶ 日祝他（月6～9日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、賞与年2回、制服貸与、交通費規定支

給、車通勤可、退職金制度有、試用期間3ヶ月 

増員募集!!
★ 経験者は経験により
優遇!!

★ 未経験で異業種から
転職する方も歓迎!!

4tトラック運転手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

千歳 正 4tトラック運転手

勤務先▶千歳基地厚生センター
仕　事▶ センター内の清掃及び、受付スタッフ 

（男女パート）
資　格▶未経験者、学生、年配者の方も歓迎
時　間▶  ①11:00～17:00（実働5h、休憩1h） 

②17:00～21:00（実働4h）
給　与▶時給900円
勤　務▶月～金（週2～3日の20h未満、月10日位） 
休　日▶GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 労災保険、作業服貸与、交通費規定支給

清掃･受付スタッフ募集!

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

千歳 パ 清掃、受付

急募
食事補助有!!

株式会社ニュー三幸 小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街

Since1954

期　間▶4/17オープン～11月中旬
資　格▶ 公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶ ①時給950円～  

②時給900円～  
③時給1,200円～ 
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶ (a)6:00～12:00 (b)9:00～16:00 
※その他6:00～18:00の間で6h勤務

勤　務▶ 週3～5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

食事補助有（1食160円）
勤務先▶  恵庭カントリークラブ クラブハウス内 

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9～17時】
 ※12～14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0123-32-3311

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）

恵庭カントリークラブの

ゴルフ場レストラン

恵庭 ア パ 下記参照

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。

給　与▶ ［一般］時給881円　［学生］時給871円
時　間▶17:00～21:00

◆レジ

給　与▶ ［一般］時給897円　
時　間▶8:00～12:00

◆デリカ

㈱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

恵庭 ア パ 下記参照

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980応募

Web応募
はコチラ

給　与▶ ［一般］時給881円
時　間▶ ①9:00～13:00　②13:00～17:00 

③17:00～21:00 　※9:00～17:00も可

◆レジ

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

☎39-7777応募

Web応募
はコチラ

アルバイト・パートスタッフ募集!
一緒に働こう!

【製造】空気中の細かいほこりなどを除去した環
境の作業室。ほこりや髪の毛が混入しないよう
に、クリーンスーツを着用して作業する。出入口
にはエアシャワーを設置し、外部のほこりなどが
入り込まないように配慮されている。

クリーン
ルーム

知ってるようで、
 知らない

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

時　間▶ 9:30～18:45（実働7h）
給　与▶ 時給900円～
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地 

※車通勤可(無料駐車場完備)
勤　務▶シフト制
休　日▶ 週2日程度  

★GW、お盆、年末年始にまとまったお休み 
　を取ることも可能！

待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、社保完備、 
正社員登用有、試用期間有（経験・能力による）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911担当/サトウ

★長期安定 ★車通勤OK ★残業なし ★未経験者歓迎

異業種からの転職者も
積極採用します!!

入社祝い金
1万円支給
※規定有

食器洗浄
スタッフ募集

千歳 パ 食器洗浄

仕　事▶ ラウンジパントリー業務全般　
※ラウンジでの洗い物、片付け、
　原料補充、在庫管理

資　格▶年齢不問
時　間▶ ①7:30～13:30  

②13:00～19:00  
※①②シフト制（基本）

給　与▶時給900円～
勤　務▶ 月8～15日程度 ※シフト制 

※要相談
待　遇▶ 交通費全額支給、 

労災・雇用保険加入

〒062-0051 札幌市豊平区月寒東１条20丁目4-19

MOS物流プランニング株式会社

☎011-857-1000
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

《担当/チカヤ》

勤務開始日

勤務時間

通勤手段

新千歳空港ANA

ラウンジパントリー
スタッフ募集
扶養内
勤務OK

ご相談ください！

JR長都駅近辺に 
千歳オフィスオープン！！

子
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春

千歳 パ ラウンジパントリー業務

仕　事▶セブン-イレブンジャパン向けパンの製造
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 12:00～21:00　※休憩1h
給　与▶時給870円～+交通費規定支給
休　日▶ 土・日曜　 

※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
待　遇▶ 各種社会保険完備、有給休暇有、制服貸

与、昇給有（人事考課による）、車通勤可、
交通費規定支給
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/大松

恵庭
工場 ☎34-6866

株式会社エフビーエス
恵庭工場 〒061-1411 恵庭市恵南1番地

恵庭 パ パン製造

仕　事▶ 段ボール製品の配達および付随業務 
※配送エリアは、道内一円（日帰りできる範囲）です。

資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇、 
準中型自動車免許、8トン限定中型免許 
※フォークリフト運転技能者あれば尚可

給　与▶ 月180,000～360,000円 ※経験・資格による 
※試用期間3ヶ月/日給9,000～10,000円

時　間▶ 8:00～17:00（実働8h）  
※残業有 ※配送受注状況により変動

勤　務▶ 週5日程度　　　休　日▶ 日・祝、年末年始、他
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、有給休暇

トラック運転手正社員

恵庭市北柏木町3丁目39

 電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。 担当/滝本

☎0123-32-4228
丸徳運送 株式会社

受付/平日 
（13～17時）

恵庭 正 トラック運転手（2t、4t）

【正･パ】介護職員
仕　事▶ 有床診療所での業務、 

患者様の介護および看護の助手
資　格▶ 不問
給　与▶ ［正職員］月給176,000円～ 

［パート］時給900～1,100円
時　間▶ ［正職員］ 

8:40～17:30、16:30～翌9:30（夜勤） 
［パート］ 
①8:40～17:30 
②9:00～15:00 
※応募の際ご希望の時間帯を記入してください。

休　日▶ ［正職員］4週8休、シフト制
勤　務▶ ［パート］ 週2～4日 

※空いている時間で勤務可能です。

【正】理学療法士・作業療法士 
仕　事▶ 物理療法・運動療法業務
資　格▶ 理学療法士もしくは作業療法士
給　与▶ 月給220,000円～ 

※新卒者の場合/月給176,000円～
時　間▶  ①8:40～17:30 

②8:40～12:30（土曜、交替制）
休　日▶ 4週8休＋祝日（隔週土曜勤務有）、年末年始

《共通項目》
待　遇▶ 制服貸与、昇給年1回、賞与年2回（業績に

応じ支給）、社保完備、交通費支給(上限3万
円)、マイカー通勤可(従業員駐車場有・無
料)、試用期間3ヶ月有（同条件）

社会保険完備 従業員駐車場無料 各職種とも、給与は経験を
考慮して決定します。

多種多様な職種のスタッフ募集中!!

恵庭みどりのクリニック
医療法人社団ひこばえの会

恵庭市緑町1丁目5番3号

【正】ケアマネージャー
仕　事▶ ケアプラン作成等の居宅介護支援業務他
資　格▶ 介護支援専門員
給　与▶月給180,000円～
時　間▶  8:40～17:30
休　日▶4週8休

ひすい

翡翠ひ
す
い翡翠 サービス付き高齢者向け住宅

【正】運営スタッフ
仕　事▶ 施設の運営業務全般
資　格▶ 不問 

（言語聴覚士、作業療法士、 
 あん摩マッサージ指圧師あれば尚可）

給　与▶   月給152,000～250,000円 
※資格および業務内容により変動します。

時　間▶ ①7:00～15:50 
②10:30～19:20

休　日▶ 4週8休（シフト制）

未経験者OK！

無資格OK！

【住所】恵庭市相生町1丁目6番12号

恵庭みどりの
クリニック

恵庭みどりの
クリニック

【正】医療事務員 
仕　事▶ 受付・会計業務、 

レセプト入力、パソコン入力
資　格▶ 不問
給　与▶ 月給152,000～250,000円
時　間▶ ①8:40～17:30  

　※休憩1h有 
②8:40～12:30（土曜）

休　日▶  4週8休＋祝日（隔週土曜勤務有）、年末年始

未経験者
OK

未経験者
OK

未経験者
OK

未経験者
OK

&

恵庭

【正】総務職員 
仕　事▶ 物品管理、経理、 

労務、総務業務全般
資　格▶不問
給　与▶ 月給152,000円～ 

（経験を考慮します。）
時　間▶ ①8:40～17:30 ※休憩1h有 

②8:40～12:30（土曜）
休　日▶ 4週8休＋祝日（隔週土曜勤務有）、年末年始

☎0123-32-6766応募 担当/木村
《受付》平日9:00～17:00

【正】スポーツインストラクター
仕　事▶ 施設内の運動器リハビリを担当
資　格▶ 不問
給　与▶ 月給150,000円～
時　間▶ ①8:40～17:30 ※休憩1h有 

②8:40～12:30（土曜）
休　日▶  4週8休＋祝日（隔週土曜勤務有）、 

年末年始

【正】放射線技師
仕　事▶ 一般撮影、CT検査、造影検査
資　格▶診療放射線技師
給　与▶ 月給220,000円～ 

※新卒者の場合/月給176,000円～
時　間▶ ①8:40～17:30 

②8:40～12:30（土曜、交替制）
休　日▶ 4週8休＋祝日（隔週土曜勤務有）、 

年末年始

正 放射線技師、ケアマネージャー、医療事務、理学療法士･作業療法士、総務、運営、スポーツインストラクター正 パ 介護


