
2021年5月21日（金）ちゃんと 8

恵庭 正 パ 介護
仕　事▶�グループホーム入居者の生活介護全般
資　格▶�正/介護福祉士資格�

パ/資格不問
給　与▶�正/月161,000～170,000円�

　��+夜勤手当6,000円/回　�
パ/時給870～1,000円�
　��+夜勤手当6,000円/回　�
※経験・資格による

時　間▶��①8:30～17:00　②11:00～19:30�
③17:00～翌9:00　�
※シフト制　※パートは応相談

休　日▶�正/月9日　パ/勤務日数応相談
待　遇▶�各社保完備（パートは勤務による）、交通

費規定支給、車通勤可、制服貸与、食事補
助有、(正のみ)昇給年1回、賞与年2回恵庭市黄金北3丁目12-6

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

グループホーム すずらんの家

介護職員介護職員
募集!!募集!!

☎0123-39-2223
受付/9～17時　担当/谷口

正社員 パート

夜勤夜勤
手当有手当有

賞与有賞与有
（正社員のみ）（正社員のみ）

学校行事など突然のお休みにも対応します!

期　間▶①即日～11月初旬（予定）�②6月中旬～9月末
時　間▶�①8:00～17:00（勤務時間応相談）�

　※8:00～12:00、13:30～17:00可能です。�
②�5:00～8:00

給　与▶�①時給880円～�※経験・能力により昇給有�
②時給1,100円

資　格▶�未経験者歓迎、交通機関が不便なため自力通勤できる方
休　日▶週1日、応相談（天候により変動有）
待　遇▶�労災保険、直売所での割引制度有

野菜直売所
ロードハウス�ふくもと福本農園〒061-1356　

恵庭市西島松316

採用係☎36-8290 090-8274-1755
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

❶�野菜の種まき、育成、収穫等。�
時期によって箱詰め作業もあります。

❷早朝/大根抜き

共通
項目

規格外野菜の規格外野菜の
プレゼントあり！プレゼントあり！

恵庭 ア パ 農作業

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）

ノースキャリアノースキャリア North CareerNorth 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高時給

北広島 派 仕分け作業

勤務先▶千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶�①浴場、脱衣所等の清掃　�

②清掃、簡単なボイラー操作（資格不要）
資　格▶車通勤可、未経験者歓迎
時　間▶�5:30～9:00�※実働3.5h（時々0.5hの延長有）
給　与▶時給900円
勤　務▶週2～4日（シフト制）�※年中無休
待　遇▶労災保険、交通費規定支給

清掃員清掃員
募集!!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｡

60代の方60代の方
活躍中!活躍中!

千歳 パ 清掃

仕　事▶�フォークリフトやタイヤショベル、ジョブサンの整備
補助、洗車などの軽作業

資　格▶経験者優遇、整備士資格不問、要普免
　　　　※将来的に整備士資格を取得できます。
給　与▶月給163,590～250,000円
時　間▶9:00～17:30（実働7.5h）
休　日▶�週休二日制、土日祝、他
勤　務▶�月に1～２回土日出勤有
待　遇▶�各社保完備、賞与年３回有（6、12、翌3月）、有給休暇制度、

職務手当（1,500～22,500円）、交通費規定支給（上限
50,000円/月）、家族手当、燃料手当、退職金制度、再雇用
制度（65歳まで）、独身寮、財形貯蓄、車通勤可、自家用車�
購入制度（市販価格より安く購入できます）、保養施設

勤務先▶�恵庭Reフォークセンター�
（恵庭市戸磯201番地16）

未経験でも車やバイクに興味が 
ある方大歓迎!
信頼のトヨタグループの一員と 
して働いてみませんか？

整備士見習い
正社員募集!

若くて体力のある方大歓迎!

電話連絡の上、写真付履歴書を下記へご郵送ください。

急
募

https://www.toyota-lf-sapporo.jp/

☎011-851-6211
〒062-0020
札幌市豊平区月寒中央通7丁目7-17
トヨタL＆F札幌株式会社

担当/鈴木

恵庭 正 整備士見習い

 まずはお気軽にお電話ください。 《担当》三浦

☎0123-23-2607【受付/8:30～18:00】【受付/8:30～18:00】

◆お客様レンタルスタッフ
仕　事▶�企業やお店等へ訪問しての、�

ダスキン商品（マット・モップ等）の交換
給　与▶�時給861円
時　間▶�8:30～15:30※実働6h��

※月平均5h程度の残業有
休　日▶�土日祝、GW、年末年始、他シフト制�

※週3～4日勤務
資　格▶�学歴・経験・年齢不問、要普通免許
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、有給休暇有

レンタルレンタル
スタッフスタッフ 急募急募募集中!募集中!未経験者歓迎!未経験者歓迎!

〒066-0083　千歳市みどり台北1丁目4-8

千歳 パ お客様レンタルスタッフ

資　格▶�専門学校卒以上、�
ブランクがある方も大歓迎

給　与▶�月給240,000円～��
※試用期間3ヶ月有/時給950円�
※暖房手当等別途支給

時　間▶�月・火/9:30～20:30�※実働9h�
水/9:30～18:30�
金/9:30～18:30�
土/9:30～13:00�
日/9:30～17:00

休　日▶�週1日午前、木曜、第2・4土曜、祝日、お盆、�
年末年始

待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、�
交通費全額支給、制服貸与、車通勤可、�
試用期間3ヶ月有

〒061-1376�恵庭市恵み野里美2丁目15

☎0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

http://www.megumino-fdc.com

新卒の方の応募も歓迎です！
勤務開始日ご相談ください♪

歯科衛生士
正社員募集

恵庭 正 歯科衛生士

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

食肉・デリカスタッフ募集!!
☎33-1122 ☎23-7667応募 応募

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店長都店

千歳・恵庭 ア パ 店内業務

恵庭市本町210
恵庭店

Web応募
はコチラ

Web応募
はコチラ

◆食肉 ◆食肉

◆デリカ ◆デリカ

給　与▶�［一般］時給900円
時　間▶8:30～13:00　　　勤　務▶週4日

給　与▶�［一般・学生］時給871円
時　間▶8:30～13:00　※応相談

給　与▶�［一般］時給900円
時　間▶�①8:00～13:00　②13:00～17:00
勤　務▶週4日

給　与▶�［一般］時給891円
時　間▶�7:00～12:00

【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

コトバ

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）桑山緑化
■花苗生産・販売

担当/桑山☎33-8062☎33-8062
�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

配達は2ｔ車で道央圏内です!!配達は2ｔ車で道央圏内です!!

体力に自信のある方・ 体力に自信のある方・ 
体を動かすことが好きな方体を動かすことが好きな方

恵庭市中央525番地
（桑山農園）

◆ドライバー兼作業員/短期
給　与▶時給1,000円～
時　間▶�8:00～17:00
◆農作業員/短期
仕　事▶花・野菜苗物出荷作業
給　与▶�時給900円～
時　間▶�8:00～17:00の間で実働3～8h　�

※12～13時は昼休憩
《共通項目》
資　格▶�要免許、マイカー通勤可
期　間▶�即日～6月中旬（要相談）�※試用期間1週間有
休　日▶週1～2日
待　遇▶�労災保険、雇用保険、社会保険、�

精勤・皆勤手当（20日以上）、繁忙期手当

植物が好きな方植物が好きな方
大募集!大募集!

恵庭 パ 農作業員、ドライバー兼作業員

千歳市駒里2246-30

まずはお気軽に
お電話ください。 受付/8〜18時　担当/天神　（宮崎県本社直通）

☎0986-47-1825共
通
項
目

時　間▶8:00～17:00（実働7.5h）
休　日▶日祝、土曜日は隔週
勤務先▶千歳市駒里2246-30
待　遇▶�各社保険完備、賞与年3回、�

交通費規定支給、車通勤可
天神製作所�北海道工場

正
社
員

2職種
募集!!

未経験者は簡単な作業からスタート
徐々にステップアップしていきます!!徐々にステップアップしていきます!!

給　与▶�日給7,000～10,000円�
試用期間/日給7,000円

資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇、要免許

機械溶接・組立［機械の組立、溶接］

給　与▶�日給8,000～15,000円�
試用期間/日給8,000円

資　格▶経験者優遇、要免許

機械設計［機械設計の施工管理］

株式
会社

新千歳空港から車で10分程度

千歳 正 機械製造、組立

★�住み込み寮★�住み込み寮などなど��
待遇面待遇面でのご相談も可能です。でのご相談も可能です。

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950円～
時　間▶�①9:00～18:00�②9:00～13:30�③13:30～18:00��

※①～③選択制（応相談）
期　間▶6月中旬～12月末
休　日▶水曜、日曜
待　遇▶交通費支給

★女性活躍中！　★シニア層も活躍中！
【恵庭市戸磯】食品の検品・梱包・製造

時給950円〜
6月中旬～12月末

給　与▶時給900円～
時　間▶�17:00～22:00
期　間▶即日～長期（更新制）
休　日▶日・他シフト制（週休2～3日）

★出勤日数、休日の相談可能！
【恵庭市戸磯】冷凍食品の梱包・製造

時給900円〜
即日～長期

給　与▶時給1,000円～
時　間▶9:00～17:00
期　間▶即日～長期
休　日▶工場カレンダー（週休2日）

★安心の長期勤務！
【安平町早来】生ハム・ソーセージの製造

時給1,000円〜
即日～長期

給　与▶時給930円～
時　間▶10:00～16:00（実働6h）
期　間▶即日～11月20日前後
休　日▶週3日（土日出勤有）

★恵庭･北広島は無料送迎有
【安平町早来】ゴルフ場でのレストランホールスタッフ

時給930円〜

即日～11月20日前後

給　与▶時給950円～
時　間▶�①8:00～16:00��

②16:00～24:00�※①②選択制（応相談）
期　間▶6月中旬～12月末
休　日▶土･日曜（週休2日）

★日勤・夜勤それぞれ固定勤務です！

【千歳市中央】野菜の乾燥・梱包（工場内作業）
時給950円〜

6月中旬～12月末

給　与▶時給1,000円～
時　間▶�8:30～17:30�※月10～20h程度残業あり
期　間▶即日～長期
休　日▶シフト制（週休2日）

★高時給、残業あり！
【千歳市駒里】たまごの検品

時給1,000円〜
即日～長期

アスクゲートノースアスクゲートノース

オススメ!オススメ!
求人求人紹介!紹介!

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。

0120-172-6420120-172-642
ご自宅近くから ご自宅近くから 
職場まで送迎有!職場まで送迎有!

WEB面接・登録も可能

★�短期・長期のお仕事あります!!★�短期・長期のお仕事あります!!
1Rタイプの

お部屋もあります！

千歳・恵庭・安平 派 検品、梱包、製造、ホール
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