
2021 年 4 月 23 日（金） ちゃんと13

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

男女ともに
活躍中!!

◆◆40〜50代も活躍中!!40〜50代も活躍中!!		
◆◆昇給有昇給有		
◆◆マイカー通勤可能!	マイカー通勤可能!	
◆◆お休み充実お休み充実

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

恵庭 契 洗浄ライン作業

橋本農園橋本農園 〒061-1362　〒061-1362　
恵庭市中島松393-7恵庭市中島松393-7
★恵北中ななめ向い★恵北中ななめ向い

採用係

仕　事▶�大根、いも、白菜等の収穫
期　間▶�即日〜11月中旬��

※次年度も継続雇用の可能性有
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円〜
時　間▶�8:00〜17:00　※要相談
休　日▶日曜、雨天日、他応相談
待　遇▶車通勤可
応　募▶�お電話の上、写真付履歴書をお持ちください。

090-3110-7859
☎0123-36-6340

勤務開始日応相談!!
恵庭 ア 農作業

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/笹川まずは
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

恵庭 パ 訪問介護員

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

千歳 パ ベットメイク・キッチン

准

問い合わせだけでもOK！
［担当］
山崎☎0123-23-4111

正
看護師募集看護師募集
●年間休日120日
　以上!!

医療法人
同仁会 千歳第一病院

千歳市東雲町1丁目11 http://www.dojinkai-group.com/

◆正看護師［正職員・パート］
給　与▶�正/月給210,000〜324,000円　 

パ/時給1,450円

◆准看護師［正職員・パート］
給　与▶�正/月給185,000〜252,800円 

パ/時給1,190円

※該当病棟勤務の場合

〈共通項目〉
資　格▶�正・准看護師資格、経験者優遇(条件有)
時　間▶�①8:45〜17:15�

②16:45〜翌9:15
休　日▶週休2日制�★年間休日120日以上
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

退職金制度有、夜勤手当（1回10,000円）、
救急手当（1回2,000円）

勤務先▶�◇千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）�
�◇向陽台病院〈療養型〉�
　（千歳市若草1丁目10-11）

千歳 正 パ 正・准看護師

●特殊勤務手当有
　（1日3,000円）

勤務開始日応相談に合わせて、連休明けの面接・勤務開始も可

働 き 方 が
選 べ る
正社員
パート

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15�グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

勤務先▶�恵庭市恵み野西1-3-1�
（JR恵み野駅�徒歩1分)

時　間▶�23:00〜24:00
給　与▶�時給1,450円
勤　務▶�週4〜5日（シフト制）�

※応相談
待　遇▶�車通勤可、エプロン貸与

パチンコ店閉店後の清掃スタッフ募集中!パチンコ店閉店後の清掃スタッフ募集中!

シニアシニア
未経験者未経験者

OKです!!OKです!!

高時給高時給!!!!車通勤車通勤OK !OK !

恵庭 パ 清掃

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

給　与▶時給920円　　　　　　時　間▶�18:00〜22:00
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

株式会社道央環境センター株式会社道央環境センター 恵庭市本町恵庭市本町
27番地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

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

フルタイム
パート 清掃・厨房清掃・厨房スタッフ募集!スタッフ募集!

給　与▶�時給870円
時　間▶�①8:00〜12:00�②13:00〜17:00�

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶�日曜、祝日、他

清掃/恵庭南病院 ★扶養範囲内パート

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

アロハリゾート
旧アロハカントリークラブ

趣味も仕事もゴルフで充実!趣味も仕事もゴルフで充実!

ゴルフ場ゴルフ場スタッフスタッフ
★仕事終わりにプレーできます!★仕事終わりにプレーできます!★60代の方も活躍中!★60代の方も活躍中!

【応募】写真付き履歴書をご郵送ください。
〒059-1513 勇払郡安平町早来緑丘168-1
 アロハリゾート採用係宛［お問合せ］�☎0145-23-2236

給　与▶契約社員/月165,000円〜（日給7,500円〜）　アルバイト/時給870円〜
期　間▶即日〜11月下旬頃　　資　格▶�年齢不問
時　間▶6:00〜18:00（実働8h以内）
勤　務▶�シフト制��※要相談��★土・日曜、祝日のみの勤務もOK!
待　遇▶��交通費規定支給、雇用・労災保険、健康保険、厚生年金、保険加入、研修期間有

性別・年齢性別・年齢

不問不問   

日数・時間は日数・時間は
ご相談ください!ご相談ください!

安平 契 ア フロント業務

急募!急募! ※フロント募集!※フロント募集!
制度充実しています!

未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

未経験者可
高時給!

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368
※ＧＷの為4/29～5/5までお休み

◆農機械の組立スタッフ
給　与▶�時給1,440円 ※残業手当有（25％割増）

◆溶接工（経験者）
仕　事▶農機部材の半自動溶接作業
給　与▶�時給1,700円 ※残業手当有（25％割増）
《共通項目》
時　間▶�8:00〜17:00(実働8h)
休　日▶�土日祝(年間121日+特定年休5日)
期　間▶即日〜�※3ヶ月更新（長期継続予定）
待　遇▶�各社保完備、有給休暇制度、交通費規定支給、�

制服貸与、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶�㈱IHIアグリテック構内(千歳市上長都1061-2)

千歳 派 工場作業

こんなこんな
資格資格

あった
んだ！

あった
んだ！

知って知って
トクトクす

るする

歌や音楽を使ったレクリエーションを行う資格。
身体機能や認知機能低下予防に有効で､介護の現場
などで役立てられます。
高齢者の特性を理解し､身体面や精神面､社会面に
アプローチできる方
が､介護現場の活躍に
期待されています。
音楽の専門知識や経
験が無くても､資格
を取ることはでき
ます。

音楽健康指導士

音楽で楽しく音楽で楽しく
体調管理！体調管理！

☎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▶即日〜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 !

短期・ 短期・ 
WワークWワーク

OK!!OK!!

GW明けGW明け
からのからの

勤務も可勤務も可

軽作業 軽作業 
スタッフ募集!スタッフ募集!

千歳 パ 軽作業
即日〜

10月末まで

� 男女ともに活躍中!

(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

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

◆施設警備/車両の入出庫受付、簡単なPC操作有
時　間▶�①9:00〜18:00�②18:00〜翌9:00�

③9:00〜翌9:00�※シフト制
勤　務▶�月14日程度
給　与▶�月給170,000円以上
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶千歳市泉沢/TAA北海道会場

170170,,000000円円
月月
給給

以上!!以上!!

千歳 契 施設警備

千歳市上長都1-12 http://kuk-line.co.jp
旭新運輸開発株式会社

給　与▶ 月給245,000〜303,000円  
※各種手当含む

時　間▶�①1:00〜18:00の間で9h（休憩1.5h）�
②1:00〜18:00の間で8.5h（休憩1h）

給　与▶�月給190,000〜230,000円 
※月収例/20〜23万円（手取り/手当含む）

時　間▶�8:00〜16:30（休憩1h）※残業有（月平均20h程度）

★日曜・祝日お休み　★賞与年2回有！
★道内のみ・ほぼ固定の配送！ 毎日自宅に帰れます。

★ 日々の車両・荷物のマッチング手配、 
荷主様との定期的な営業です。

働きやすい働きやすい
職場です。職場です。男女男女ともにともに活躍中活躍中！！

手取りで手取りで
配送ドライバー配送ドライバー なな

らら

安定して高収入!!安定して高収入!!
4t2323〜〜2525万円万円

配送業務<4tドライバー>（正社員） ★男女ともに活躍中

総合職〈配車営業〉（正社員）

★閑散期（冬期）でも収入安定

より安全に楽しく意見や情報を共有するために、月1回の
ミーティングと年2回の実車を用いた安全大会を開催!!

★チームミーティングと安全大会

家族で参加できる職場内の食事会で、親睦を深めましょう♬
★家族会毎年開催

★メンテナンス・タイヤ交換外注で楽チン 《正社員共通項目》
資　格▶要中型免許、未経験歓迎、経験者優遇
休　日▶�1年変形労働時間制�※年間休日87日�

※社内カレンダーによる
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、各種手当

（家族手当、業務手当、評価手当、安全手当等）、賞与
（年2回）、有給休暇、各種免許取得費用会社負担、互
助会有、クラブ有まずはお気軽にお電話ください。

面接時に写真付き履歴書をお持ちください。
【受付/8〜17時】
��担当/岩田☎40-6007

千歳 正 4tドライバー、総合職

千歳市北斗
2丁目10

仕　事▶�ホール・キッチン業務全般、�
店内ミーティングの参加、営業報告書入力等

資　格▶�要普通自動車運転免許
時　間▶�9:30〜22:00の間で実働6〜8h程度
給　与▶�［ホール・キッチン］ 

月180,000〜240,000円 
※飲食店の店長経験者優遇

勤　務▶�シフト制（平均月24日程度）
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

食事補助有、試用期間3ヶ月有、�
家族手当（配偶者5,000円、直系血族2,000円/人）有、�
誕生月3,000円分の食事券有

勤務先▶�満天食堂�一休そば�千歳店�
（千歳市北斗2丁目10）

◎ホール･キッチンスタッフ

一休そば 千歳店満天食堂 

誕生月には3,000円分の
食事券をプレゼント!!

★ 飲食店の 
店長経験者優遇！

★ 勤務開始日 
相談に応じます。

まずはお気軽にお電話ください。

受付/9〜17時��担当/早川
0144-76-0193（本社）

正 募社 集員
千歳 正 ホール・キッチン
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