
2021年5月28日（金） ちゃんと9

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

■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!!

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

仕　事▶�5～9月/顧客への定期訪問に係る業務�
　　　　（設備点検、機器交換等）　�
10～4月/灯油配送

資　格▶�経験不問、中型免許（8t限定解除）、�
危険物取扱者免状乙種4類�
★危険物取扱者免状乙種4類がない場合　
　は、採用後に資格取得。免許を除く業務に
　必要な資格についても採用後取得。�
　（取得費用は全額会社負担）

時　間▶�9:00～17:30
給　与▶�月給220,000円（試用期間3ヶ月有）
休　日▶�日・祝、お盆、年末年始、他会社指定日　�

※5～10月は隔週で土曜日休み有�
　（7月24日、9月18日除く）

待　遇▶�住宅手当、通勤手当、燃料手当（いずれも�
会社規定による）、車通勤可、昇給・賞与有�

〒066-0061�
千歳市栄町1丁目5番地
（JR千歳駅下車�徒歩15分）

電話連絡の上、写真付履歴書を送付してください。

羽芝商店
☎0123-23-2347担当/

曽我部

配送員募集!配送員募集!

株式
会社

千歳 正 配送

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

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）

清掃・厨房清掃・厨房スタッフ募集!スタッフ募集!フルタイム
パート
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〒061-1364
恵庭市下島松221番地�やまかわファーム

担当/山川応募 090-8370-7442

期　間▶�6月10日～10月頃��
※応相談

仕　事▶大根の箱詰め
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
時　間▶�8:00～15:00位（残業有）�※時間応相談
給　与▶時給900円〜�※経験・能力による
休　日▶週1～2日�※日数・曜日応相談
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可、昇給有
応　募▶�まずはお気軽にお電話ください。�

面接時、写真付き履歴書をお持ちください。

900900円円〜〜

大根の箱詰め大根の箱詰め
スタッフ募集スタッフ募集

新鮮な大根のお土産付き♪

週3〜4日程度で 
倉庫内のお仕事です。
学校行事の参加や
私用でのお休み等、
勤務調整応じます。

時給

恵庭 期 パ 農作業

履歴書 ( 写真貼付 ) を郵送ください。
追って面接日をお知らせします。

勤務先

千歳市花園5丁目7-3-103シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 千歳営業所

［担当］石岡☎0123-42-1831

千歳市立認定こども園 つばさ千歳市立認定こども園 つばさ
千歳市花園4丁目3-1千歳市花園4丁目3-1

仕　事▶�シフト作成、帳票作成、�
月1回給食会議の参加、�
調理・調理補助・洗浄・清掃�

資　格▶�栄養士もしくは管理栄養士で、実務経験３年以上、
65歳未満（定年雇用止めの為）

給　与▶�月170,000円＋精皆勤手当6,000円+責任者
手当5,000円＋（資格手当…栄養士3,000円、�
管理栄養士30,000円）�
※賞与年２回（200,000〜300,000円）

時　間▶7：30～16：30
休　日▶�週休2日

仕　事▶�調理・調理補助・洗浄・清掃�
資　格▶�不問、65歳未満（定年雇用止めの為）
給　与▶�時給900〜920円�

+交通費規定支給（当社規定による）
時　間▶�8：00～16：00の中でシフト制�

（実働3～6h程度）
休　日▶�週休3～4日（週20～30h程度）

《共通項目》待　遇▶社会保険完備、交通費支給、制服貸与

調理責任者（契約） 調理員（パート）

給食調理員 給食調理員 募集!!募集!!
栄養士…月184,000円

管理栄養士…月211,000円

千歳 契 パ 調理

◆正社員
仕　事▶�入居者認知症高齢者の生活介護全般
給　与▶�月給198,693〜209,230円�

※経験・年齢・資格による��
※賞与、夜勤手当1回5,000円（月5回）、処遇改善手当を含む

時　間▶�［日勤］8:30～17:30��［早出］6:30～15:30�
［夜勤］15:30～翌9:30�※利用者状況により遅番有

勤　務▶�4週8休�★年3日特別休暇有
◆夜勤専任パート
安心出来るよう、2週間はペアーで入居者のお世話をご指導致します。
仕　事▶�入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶�1勤務19,174〜19,798円
時　間▶�15:30～翌9:30
勤　務▶�週1～2回�※回数、時間応相談

3名
募集

待　遇▶�昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶�未経験歓迎・無資格もOK�

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可�
��（約半額の還付金制度有）

勤務先▶�グループホームえみな�ゆうまいの家�
（千歳市勇舞7丁目10-12）、�
小規模多機能ホーム�エルムの家�
（千歳市長都駅前5丁目1-10）、�
小規模多機能ホーム�ままちの家�
（千歳市真々地1丁目2-15-2）

共
通
項
目

★�未経験者多数勤務しています！

千歳市勇舞1丁目2-2

まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田

㈱えみな
☎23-2262（えみな�うらら家

か

）

介護職員募集中!!
株式会社えみなは株式会社えみなは「心に寄り添う介護」「心に寄り添う介護」の提供を目指しています。の提供を目指しています。

★勤務開始日応相談

※ 夜勤明けの次回勤務は47〜71h後となります。

★�えみな介護職員養成講座で初任者研修受講できます♬

080-7656-6610

年末年始年末年始
手当支給手当支給

Wワーク
OK

千歳 正 パ 介護職員

千歳

部門多数有!!
有限会社�イーワークス

人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地�恵庭商工会議所ビル1F

お気軽にお電話ください。

☎0123-33-5555
�info@eworks-jobnet.com

LINEで質問・応募が
できるようになりました!

《共通項目》
期　間▶�即日～長期
勤務先▶千歳市
時　間▶8:00～17:00�
休　日▶�土日祝、GW、お盆、�

年末年始（年間休日125日）
給　与▶�時給1,400〜1,500円�

+交通費規定支給
待　遇▶�各種社会保険完備�

★JR長都駅から送迎も完備！

当社スタッフ当社スタッフ
多数活躍中!!多数活躍中!!車両系農業機械車両系農業機械

製造特集製造特集
機械
組立

部品
加工 プレス

溶接 塗装

派 機械組立、部品加工、プレス、溶接、塗装

仕　事▶�大型車（バン、ウイング、コンテナ)にて
道内一円の集配送業務

資　格▶大型免許、トラック運転歴ある方尚可
時　間▶��当社運行規定による　※委細面談
給　与▶��月25〜29万円　※経験・能力により優遇�

※試用期間3ヶ月/�
　日給7,000〜9,000円

休　日▶週1日　※荷主様都合による
待　遇▶��各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、時間外手当有

千歳市上長都1160-34【受付/9～17時】　担当/長内（おさない）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-40-6202
有限会社

スカイ物流

トラックトラック
ドライバードライバー
�募集!!�募集!!

大型車大型車

千歳 正 集配送業務

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

❶自動車整備士

☎0123-23-9912
まずはお電話ください。 担当/星

㈱ホシボデー 千歳市上長都1160-42
（上長都第三工業団地内）

仕　事▶��来客対応、商品説明、簡単な車内清掃等
給　与▶�月給195,000円〜
時　間▶�9:30～18:30
勤　務▶土･日曜含む週5日�※応相談
勤務先▶みどり台店/千歳市みどり台北1丁目3-10

★異業種からの転職OK！
★販売ノルマなし♪
★男女ともに活躍中!!

★異業種からの転職OK！
★資格を活かせる！
★月給22万以上!!

可能性可能性が溢れる職場です!!が溢れる職場です!!自動車修理自動車修理からから
販売･営業販売･営業までまで

★未経験者OK！男女ともに活躍できます！
★手に職つけよう♪
★頑張る人を応援します!!

仕　事▶��自動車の修理、点検、整備、車検対応、故障診断
資　格▶自動車整備士2級以上の資格保有者
給　与▶�月給223,000円〜+別途残業代

仕　事▶��自動車の修理、点検、整備、板金、塗装工
給　与▶�月給175,000円〜+別途残業代

《①②共通項目》�
資　格▶44歳以下（長期勤続によるキャリア形成の為）�
時　間▶�9:00～18:00（休憩120分）
休　日▶日曜、祝日、夏季休暇、年末年始
勤務先▶本社/千歳市上長都1160-42
《全体共通項目》
資　格▶�要普免、未経験者歓迎、経験者優遇
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

制服貸与、車通勤可（従業員無料駐車場有）

❷自動車整備士･板金･塗装工見習い

❸自動車販売･営業スタッフ

やりたいことをやりたいことを
みつけよう♪みつけよう♪

千歳 正 受付・接客、整備
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-電話編-

これでばっちり!!これでばっちり!!

まずは働きたい気持ちを伝えて
みましょう！ 経験者なら給与面
で優遇されることがあります。
アルバイト・パートは勤務時間・
日数を調整して、たくさん働いて
稼ぐこともできますよ。

自分、正直に
生きてます！

応募者ずかん応募者ずかん

好きな言葉
自然体

NG度

自己中度
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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
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