
2021 年 5 月 7 日（金）ちゃんと 10

仕　事▶�電気設備工事（恵庭市内及び近郊）
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許、�

電気工事士二種以上
給　与▶�月給180,000～300,000円以上　 

※能力・経験による
時　間▶�8:00～17:00�※実働8h
休　日▶�日・祝、お盆、年末年始、他（社内規定による）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車

場有、制服貸与、賞与年2回、寒冷地手当支給、�
永年勤続表彰制度有

恵庭市緑町2丁目
10番10号槌本電設工業 株式会社

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-33-1151受付/9～17時
担当/槌本

資格資格を活かせる!!を活かせる!!正社員
恵庭 正 電気設備工事

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 4tトラック運転手

千歳市青葉5丁目6-10

★20〜50代、幅広い年代層が元気に活躍中!
★扶養内勤務可能　★早番・遅番選べます

ホテル サブリナホテル サブリナ

客室清掃・備品補充スタッフ募集!

お気軽に
お電話ください♪☎26-7730

◆客室清掃・備品補充等
給　与▶�時給870円 ★昇給有
時　間▶�【早番】土日/8:00～17:00�

　　　祝日/9:00～17:00�
【遅番】平日/18:00～24:00�
　　　土日祝/17:00～24:00

勤　務▶�【早番】土、日、祝�
【遅番】月、水、金、土、日、祝

待　遇▶�車通勤可、エプロン貸与、労災保険有、昇給有、�
雇用保険有（条件有）

千歳 パ 清掃

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いたしますので、ご安心ください。

★�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

 まずはお気軽にお電話ください。

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目4-8

担当/三浦☎0123-23-2607
【電話受付時間/8:30～18:00】【電話受付時間/8:30～18:00】

仕　事▶�院内清掃。机・待合室・トイレ・�
床面等の簡単な日常清掃です。

時　間▶7:30～8:30（1名/1h）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶月～金（週5日）
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶車通勤可（駐車場有）
勤務先▶内科クリニック（千歳市信濃）

千歳 パ 清掃

清掃スタッフ募集!清掃スタッフ募集!

自分のペース
で働けます!

勤務先▶北広島市大曲工業団地
仕　事▶�シンプルな軽作業です。�

どなたにもできる簡単なお仕事です。
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�①6:00～12:00�②18:00～24:00�

※①②選択可　※4h～応相談
給　与▶時給1,026円～ ※22時以降/時給1,283円
勤　務▶週4日～OK�※応相談
待　遇▶各社保完備、残業手当有、車通勤可
応　募▶�電話・HP・写真付履歴書郵送のいずれかでご応募ください。�

★千歳・恵庭もしくは、ご自宅付近で出張登録OK

■労働者派遣業（派01-300538）�■有料職業紹介事業（01-ユ-300390）

電話/☎011-211-1116 （10～19時受付）

ノースキャリア North Career

郵送/ 〒064-0808　札幌市中央区南8条西10丁目 
1277-1 サンライズ5 2F

http://northcareer.com/

応
募

千歳･恵庭
からも
通勤圏内

★扶養内勤務OK仕分け作業仕分け作業
北広島 派 仕分け作業

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

◆売店スタッフ
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

千歳 パ 店内業務全般

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

給　与▶ 時給900円
資　格▶�未経験者歓迎�
時　間▶�8:45～17:00　�

※開始・終了時間はご相談ください!!
勤　務▶�週3～6日で日数応相談�★日曜日はお休みです。
待　遇▶�車通勤の方は交通費規定支給、JR千歳駅からの

送迎有(17時までの勤務の方)
期　間▶2022年3月31日まで

扶養内扶養内
OK!!OK!!

青果物卸売り北 泉
担当/中野

【受付/平日9～18時】☎28-2695応募

野菜の選別・加工等の軽作業。
手作業メインで難しい作業はありません。

パートスタッフ募集中!
千歳

〒066-0051�
千歳市泉沢1007-134株式会社

パ 野菜の選別・加工

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭

電話連絡またはメールでご応募ください。
受付/9～18時
担当/関澤☎0123-25-6207

 kitaeroom-eniwa@aroma.ocn.ne.jp

資　格▶要普免�※介護福祉士資格があれば尚可
給　与▶�［正］月給170,000～220,000円（各種手当含む） 

　　※介護福祉士は+10,000円 
［パ］時給1,061円～ ※介護福祉士は+100円

時　間▶�［正］8:00～17:00��
［パ］8:20～17:00�※実働7.25h

休　日▶�［正］日曜、祝日を含む4週9休制�※年末年始休暇有�
［パ］日曜、祝日�※週3日程度の勤務（応相談）�※シフト制

待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、マイカー通勤可、�
試用期間3ヶ月有、�
［正社員のみ］賞与年2回･昇給有（業績による）

資　格▶要普免、柔道整復師
給　与▶�月給180,000～230,000円（資格手当含む）
時　間▶�8:00～17:00
休　日▶日曜、祝日を含む4週9休制�※年末年始休暇有
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、マイカー通勤可、�

試用期間3ヶ月、賞与年2回･昇給有（業績による）、�
柔道整復師資格手当支給（月10,000円）

正職員・パート デイサービス介護職員

正職員 機能訓練指導員
恵庭 正 機能訓練指導員正 パ 介護職員

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

◆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

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｡

㈱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

☎23-7667
給　与▶�［一般］時給891円　
時　間▶7:00～12:00

応募

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店長都店

千歳店は 
コチラ

長都店は 
コチラ

千歳 ア パ 店内業務

スタッフ募集
デリカ（惣菜）

☎26-6660

給　与▶�［一般］時給919円 ［学生］時給871円
時　間▶①8:00～12:00�②14:00～18:00

応募

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店千歳店

★土日のみでも可 ★出勤日数応相談

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

当社でタクシードライバー 
になりませんか？

〒066-0015　千歳市青葉6丁目14-6

千歳昭和交通千歳昭和交通㈱㈱
担当/古瀬☎22-0866

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶�日勤:例/5:00～16:00　�

★5～8時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後�
夜勤:例/18:00～翌5:00�　�
★18～20時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後

勤　務▶4勤1休
給　与▶ 完全歩合制　日勤/月200,000円～　 

　　　　　　夜勤/月250,000円～　 
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶��各社保完備、入社祝金制度（10万円）、制服貸与、
退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

※入社後1年間は給与保証有 
　 (当社規定による）
★最新カーナビ導入で未経験者も安心
★二種免許取得も当社で応援します

しっかりしっかり
稼ぎたい方稼ぎたい方

千歳 嘱 タクシー乗務員

（有）ライブビジョン 苫小牧市双葉町
2丁目3-18�1F

一般労働者派遣事業（般01-300470）

未経験者歓迎!!未経験者歓迎!!

お気軽にお電話ください。出張面接致します。

☎0144-37-1234（本社）

仕　事▶�ブロッコリー・スイートコーン等の収穫等
期　間▶�6月上旬～11月中旬
資　格▶�未経験者歓迎、年齢・性別不問、学生可
給　与▶ 時給980～1,200円
時　間▶�8:00～17:00�※実働7.5h��

※天候・収穫状況により変動有
勤　務▶�週1日～OK
待　遇▶�無料送迎有、日払い・週払い可
勤務先▶苫小牧･むかわ･厚真近郊無料送迎有♪

スタッフスタッフ大募集!!大募集!!

年齢･性別 不問！年齢･性別 不問！

★日払い・週払い可
★ 10～70代まで幅広い年齢の方が活躍!!

野野 菜菜 収収 穫穫 時給980
～1,200円高時給!!高時給!!

その他 派 農作業

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市桜町
3丁目9-1 ☎34-0708 【受付/9～17時】

担当/小原

《共通項目》
給　与▶�月給190,000円～＋各種手当 

★賞与年2回（6月・12月） 
★処遇改善手当Ⅰ年1回支給

時　間▶�平日/8:15～17:15　�
土曜/9:15～18:15�
※上記の時間で週40h勤務のシフト制

休　日▶�4週6休（日祝他、隔週土曜）、年末年始�
※年間休日105日

待　遇▶交通費規定支給、各社保完備、退職金共済

❶ 臨時職員:時給1,200円（フルタイム歓迎）
同
時
募
集

❷ 臨時職員:月給160,000円以上　 
 　パート: 時給1,000円 

※お子さんの幼稚園の時間帯での就労�
　も可能!!（例9:00～14:00まで等）

【正社員】❶看護師
資　格▶�看護師資格

【正社員】❷保育教論
資　格▶�保育士免許、幼稚園教諭免許

【パート】保育補助
資　格▶�無資格OK、子育て経験等がある方
給　与▶時給900円
時　間▶�例/8:30～14:30、14:00～18:00等�

※応相談
休　日▶土曜・日曜・祝日
待　遇▶�交通費規定支給、雇用・労災保険、�

試用期間1ヶ月有

嬉しい好待遇♪嬉しい好待遇♪
手当充実!!手当充実!!

看護師看護師
保育教論保育教論
保育補助保育補助

正社員

正社員

パート

恵庭 正 看護師、保育教論パ 保育補助

〒066-0034�千歳市富丘1丁目618-6��
医療法人社団�豊友会�千歳豊友会病院�人事担当宛☎24-4191☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�

ウェブサイトをチェック!▼

あなたの経験を活かそう!!あなたの経験を活かそう!!

（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

正職員 透析看護師
仕　事▶��透析患者の看護業務
資　格▶��正看護師
給　与▶��基本給/月216,000円～292,000円 

＋職務手当20,000円 
★賞与年2回（6・12月）

時　間▶�①8:30～17:15　②10:00～18:45�
③8:00～16:45

勤　務▶�シフト制（4週8休+祝日）

《共通項目》
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

スタッフ募集スタッフ募集中!中!

千歳豊友会病院

看護補助者
仕　事▶��病棟における看護補助業務�

看護師の補助や患者さんのお世話等を行
います。介護士や看護師等を目指す土台
となる経験を積むことができます。

資　格▶��無資格でも可
給　与▶��時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶��当院規定による
勤　務▶�2交替シフト制、早出・遅出有

準職員

正職員正職員 準職員準職員透析看護師透析看護師 看護補助者看護補助者

応募はコチラからも
簡単にできます!▶

郵送でも受け付けております♪

ウェブ応募なら
24時間365日応募受付OK!!

千歳 正 準 看護

〒061-1374 恵庭市恵み野北3丁目1-1 恵庭リサーチ・ビジネスパークE204

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」

施 設施 設
管 理管 理

勤務先▶�花の拠点�はなふる�
（恵庭市南島松828番地）

仕　事▶�施設内の管理・点検、簡単な�
営繕等

資　格▶��要普通免許
給　与▶時給1,000円
時　間▶8:45～17:15（実働7.5h）
勤　務▶�週休2日　※シフト制
待　遇▶�各社保完備、�

車通勤可（当社規定による）

恵庭 パ 営繕・管理

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

（本社）
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