
2021年5月21日（金） ちゃんと9

時　間▶6:30～21:00（シフト制） ※実働7.75h
給　与▶�月164,500～187,000円
休　日▶ 年間96日

時　間▶6:00～21:00（シフト制） ※実働7.75h
給　与▶�時給880～900円
休　日▶4週6休

東武緑地株式会社 ユンニの湯 ★千歳・江別・北広島駅より車で30分

お気軽にお電話ください。 ☎0123-83-3800☎0123-83-3800★お電話の際は0123をお忘れなく 【担当/宮本】

レストランホールスタッフ

関連施設優待制度あります！

夕張郡由仁町伏見122番地

レストラン及び宴会場での接客業務全般等のお仕事
契約社員

厨房内における簡単な調理補助・食器洗浄等のお仕事
調理補助パート 資　格▶車通勤できる方

待　遇▶ 社会保険、通勤手当、制服貸与、 
関連施設優待制度

共通項目

その他 契 ホールパ 調理

時給1,000円!!
急募事務補助

期　間▶ 即日～9/30　 
※延長の可能性有

仕　事▶ 恵庭市内の病院を回り 
予診票を回収（社用車使用）、入力等の事務補助

資　格▶ 未経験者歓迎、パソコン入力可能な方、要普通免許
給　与▶時給1,000円
時　間▶  8:45～17:30 ※実働8h
休　日▶  土日祝
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭RBP/恵庭市恵み野北3丁目1-1

恵庭市恵み野北
3丁目1 S-206

お電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-29-5080
㈱ガーデンシティ恵庭

受付/平日9～17時
　　担当/粟野

恵庭 パ 事務補助

農 作 業 収 穫 作 業
スタッフスタッフ
募集!募集!

登録制登録制ののお仕事お仕事です!です!
★登録期間1年　★継続更新可能
★Wワークもご相談ください

★性別・年齢不問

健康で体を動かすことが好きな方に
ぴったりなお仕事です♪

時
給 円〜950

千歳営農センター営農振興課
〒066-0035 千歳市高台5丁目1-15

仕　事▶ 千歳市内の農家での農作業､ 
収穫作業

資　格▶ 健康で体力に自信のある方、 
車通勤可能な方

給　与▶基本時給950円～
時　間▶ 8:00～17:00 

（作業状況で若干の変更有）
期　間▶ 10月下旬頃まで 

（12～2月休み）
休　日▶ 詳細は登録時にて 

（週2～3日の勤務でもOK）
待　遇▶ 労災保険有､交通費規定支給 

（1日350～600円）
勤務先▶千歳市内の農家

申込連絡の際、登録日をお知らせします。履歴書は不要です。

☎0123-23-5600 担当/
草野・半澤

（受付時間 月～金 10:00～16:00）

千歳 パ 農作業、収穫作業

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

北海道産のフルーツ専門店です♪ 仕　事▶ 北海道産のフルーツの販売業務全般、 
生フルーツ・カットフルーツ・フルーツ加工品、
ソフトクリームなどの販売・補充・レジ 
業務、商品の発送受付等

資　格▶ 学歴・経験不問、 
フルタイム・土日勤務できる方歓迎

給　与▶ 時給920円～　※昇給有　※経験者優遇　�
※試用期間3ヶ月/時給870円

時　間▶ ①7:30～16:00　②10:00～18:00　 
③12:00～20:30

休　日▶  月8～10日　※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、駐車場代補助有、各社保完備、

制服貸与、社員割引有、空港施設内割引有
勤務先▶ HOKKAIDO FRUITS　耕人舎 

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）

千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル2FHOKKAIDO FRUITS 耕人舎

NEW OPEN!
7月1日

オープニングスタッフオープニングスタッフ募募集集

新千歳空港内に

★全員一からのスタートなので安心♪
★接客がはじめての方も安心してスタート 
　できるように、研修時間もじっくり設け
　ています!

☎0145-26-2800
担当/田仲　【受付】平日 9～17時㈱北海道興農社 本社

まずは、お気軽にお電話ください。

千歳 パ 販売

㈱京都セミコンダクター�恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

仕　事▶ 半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶ 時給861円～��

※試用期間3ヶ月有
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h）
休　日▶ 年間120日、土・日曜日、祝日 

※土曜日･祝日出勤有（年間5日程度）
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

担当/原・宮川☎34-3111
電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

未経験者未経験者歓迎!!歓迎!!

女性が活躍中の女性が活躍中の
職場です♪職場です♪

ほとんどの方が未経験から始めています★ほとんどの方が未経験から始めています★

恵庭 パ 検査

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

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆精肉
時　間▶8:00～12:00
給　与▶時給881円
勤　務▶ 日数・休日応相談

◆精肉《土日のみ勤務》
時　間▶8:00～17:00の間で5h程度
給　与▶時給874～881円
勤　務▶土日

《共通項目》
待　遇▶ 雇用保険（勤務時間による）、 

交通費規定支給、有給休暇、制服貸与

学生アルバイト 学生アルバイト 
OK! OK! 

恵庭 ア パ 精肉

■総合施設管理

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F
千歳支店

受付/9〜17時
※日・祝を除く

日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-1171☎0123-22-1171

千歳 ア パ 清掃

◆流通3丁目
時　間▶ 16:00～18:30 

（2.5h）
給　与▶時給865円
勤　務▶週2日
休　日▶日曜日
待　遇▶交通費規定支給

Wワーク
OK

清掃スタッフ募集中!!清掃スタッフ募集中!!

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、8t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

仕　事▶ 店内の床掃き・拭き、窓・ショーケースの 
拭き取り等の清掃

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円��

※試用期間1ヶ月/時給861円
時　間▶  7:00～10:00　※実働3h程度
勤　務▶ 木、金、土、日　※応相談
待　遇▶ 労災保険

(有)はるかカンパニー
〒061-1447　恵庭市福住町2丁目1-10

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎32-2046
阿部精肉店

恵庭 パ 清掃

清掃清掃スタッフ募集!スタッフ募集!
★勤務日数応相談!★未経験者歓迎!

仕　事▶ アパート等の入退去の立会いや、家賃管理、入居者案
内、データ入力、アパートの手入れ等の管理業務の補助

資　格▶ 要普通免許、パソコン操作(入力程度)可能な方、年齢・学
歴不問、水道周りの水漏れ修理等の経験がある方歓迎

給　与▶ 時給950円
時　間▶ 9:00～18:00　※応相談
勤　務▶ 週2日～　※仕事が少ないときはお休みOK 

★ご自身で出勤日を調節できます。
待　遇▶車通勤可、社有車有
勤務先▶千歳市・恵庭市他

恵庭市
漁町102-1

■建物サービス業、清掃業、リフォーム業

採用係お気軽にお問合せください！ ☎35-5555

定年退職後の方の応募も歓迎
管理業務補助管理業務補助募集!!募集!!
千歳・恵庭・他 ア 管理業務補助

恵庭

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭応
募

受付/9～18時
担当/関澤☎0123-25-6207

�kitaeroom-eniwa@aroma.ocn.ne.jp

仕　事▶ 訓練のサポート、送迎、施設業務全般 
（食事・入浴サービスなし）

資　格▶要普免 ※介護福祉士資格があれば尚可
給　与▶ ［正］月給189,500～246,000円�

　　（各種手当、固定残業代18h含む）�
［パ］時給1,061円��
　　※介護福祉士は+100円（各種手当含む）

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

休　日▶ ［正］日祝を含む月9休 ※年末年始休暇有 
［パ］日祝 ※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）、［パートのみ］一時金年2回（業績による）

正職員・パート 介護職員（トレーナー）

仕　事▶ 運動指導、運動メニューの作成、手技の提供、送迎、
施設業務全般

資　格▶ 柔道整復師、理学療法士、作業療法士のいずれか、要普免
給　与▶ 月給202,500～250,000円�

（資格手当、固定残業代18h含む）
時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶日祝を含む月9休 ※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ヶ月有、賞与年2回･昇給有（業績による）

正職員 機能訓練指導員

正 機能訓練指導員正 パ 介護職員

デイサービス 
職員募集!

正職員

パート

山崎製パン㈱札幌工場恵庭市
恵南10-1

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分受付/9～18時　人事採用担当まで
☎0123-34-1128応

募

◆【社員食堂】調理スタッフ
仕　事▶ 工場内食堂での 

調理・盛り付け等
時　間▶  ①4:00～8:00 or 8:30 

②9:00～17:30 
③17:00 or 18:00～22:00 
④17:00～翌1:30 
⑤22:00～翌6:30 
※②④⑤は残業の可能性あり 

勤　務▶ ①週2～3日  
②週2～4日 
③④⑤週2～5日 
※扶養内勤務もOK

給　与▶  ①アルバイト/時給1,200円～�
②アルバイト/時給950円�
③アルバイト/時給1,000円�
 ④⑤パート/時給1,020円～�
　　アルバイト/時給1,010円～

 待　遇▶  有休あり、交通費規定支給、 
車通勤可、制服貸与、 
格安食堂・売店あり

未経験者歓迎!

社員食堂の

♪♪
募集募集

恵庭 ア パ 調理

調理調理スタッフスタッフ
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