
2021年6月18日（金） ちゃんと11

まずは電話連絡を！履歴書（写真付）は「カリンバこどもクリニック
応募」とご記入の上、下記送付先へご郵送ください。担当/星

090-6699-1334

恵庭市黄金南5-3-8

〒003-0021 札幌市白石区栄通20丁目7-7
　　　　　　　株式会社くるみクリエイティブ送付先

★医療事務（パート）も同時募集! （時給950円～）

こども好きな方、未経験の方歓迎!
医療事務員募集!!正職員

仕　事▶�受付会計診療報酬請求、診療補助、院内環境整備
給　与▶�月給175,000円〜　★別途交通費規定支給
時　間▶��月・火・木・金/8:30～18:00　水・土/8:30～13:00�

（水・土/月2回程度カンファレンス等の日は14:00まで）
休　日▶�日祝他、夏季休暇、年末年始
待　遇▶�厚生年金健保加入、車通勤可、有給休暇、�

業績・評価に応じ賞与・昇給有

恵庭 正 医療事務

増員増員
募集!!募集!!清掃員清掃員

時給900円!!

恵庭

(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

パ 清掃

仕　事▶�医療機関の入口・受付付近等、外来周辺の�
日常清掃

時　間▶6:00～8:30
給　与▶時給900円
勤　務▶火・木・土
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

有給休暇
勤務先▶恵庭第一病院/恵庭市福住町1丁目6-６

仕　事▶�清掃・品出し・接客・発注等の店内業務
時　間▶�0:00～8:00
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶0〜5時/時給1,150円　5〜8時/時給870円
勤　務▶�週1日～OK�★たくさん働きたい等、応相談�

★土日祝働ける方歓迎
待　遇▶�制服貸与、車通勤可、昇給制度有、各社保完備、無料P有、�

向陽台地区以外から通勤の方には交通費規定支給

千歳市白樺2丁目1-4株式会社いのうえ
千歳白樺店千歳白樺店

☎28-2096［担当］井上
まずは、お気軽に
お電話ください。

Wワーク
OK！

週1日〜OK♪
夜間は高時給で稼げる!

コンビニで働こう！未経験者大歓迎！

千歳 ア パ 店内業務全般

販売ノルマなし!販売ノルマなし!

仕　事▶�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）�

軽整備（タイヤ交換・オイル交換）できる方優遇
時　間▶�10:00～19:00(実働8h）
休　日▶�4週8休�※火曜定休�

他シフト制�※会社カレンダーによる、�
年末年始

給　与▶�月160,000円〜�
※例/月200,000円以上も可能�
※試用期間1〜6ヶ月/時給861円〜

待　遇▶�各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、交通費�
規定支給、車通勤可、カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎0123-26-2191☎0123-26-2191 担当/つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート�千歳店 http://starauto1995.com/

正社員
未経験者歓迎!

レンタカー・ レンタカー・ 
ガソリンスタンド ガソリンスタンド 
業界経験者大歓迎!業界経験者大歓迎!

営業
募集

スターオート

千歳 正 営業

★アルバイトも同時募集★アルバイトも同時募集　　軽整備・洗車・送迎等軽整備・洗車・送迎等
OKOK!!!!

㈱トータルサポート札幌市厚別区大谷地東2丁目
5番60号イーグルタウン1階

◆スロット専門店の開店前清掃
時　間▶7:00～10:00�
仕　事▶�店内の清掃�

（遊技台や設備の清掃・消耗品の補充・フロア内の清掃等）
資　格▶�未経験者歓迎、年齢・性別不問、�

学生・主婦（夫）・シニア歓迎
給　与▶�時給1,000円
勤　務▶�週1日～OK�※最大週6日勤務OK�
待　遇▶�労災保険、制服貸与、有給休暇、研修期間1週間程度
勤務先▶�クラブイーグル千歳店�

（千歳市栄町7丁目1385-11）

「清掃の応募の件で電話しました」とお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

☎011-398-5011

週週11日日
かか
 ら ら

シニア世代も
積極採用!!

急な休み
にも対応♪

平日のみ
土日のみ
希望も可

急募!急募!清掃スタッフ清掃スタッフ

高時給!!高時給!!

千歳 ア パ 清掃

《共通項目》
仕　事▶�仮設材、建築資材の運搬
資　格▶�仮設材運搬経験者、要大型免許、�

小型移動式クレーン資格、玉掛け資格
時　間▶�8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有）�

※月平均10～30hの時間外有
休　日▶�土、日、祝、GW、お盆、年末年始�

※月1～2日程度の休日出勤有
待　遇▶�時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当

（200km以上）、夜間手当（22時以降）、各社保完
備、車通勤可、昇給有、退職金制度有

◆8tユニック運転手/正社員�
給　与▶�月給263,750円〜�※固定時間外35h含む�

※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円
◆11tユニック運転手/正社員�
給　与▶�月給280,050円〜�※固定時間外35h含む�

※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

8t･11tユニック運転手経験を
生かそう!

受付/9～16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi Transportation Co., Ltd.

経験者優遇
いたします
長く働いていける環境です。
一緒に頑張りましょう！

北広島 正 8t･11tユニック運転手

時　間▶8:30～17:30
勤　務▶��週5日
休　日▶�土日祝
待　遇▶�各種社会保険完備、交通費規定支給、有給休暇、�

マイカー通勤可（一定条件有）
勤務先▶�恵庭市京町56-1�MY恵庭ビル5階

仕　事▶�電話応対（受信・発信）およびデータ入力・�
書類印刷等一般事務、ふるさと納税に係る業務全般

資　格▶�電話・メール対応、パソコン操作ができる方、�
人と話すことが好きな方歓迎

給　与▶時給1,000円

中央コンピューターサービス㈱ 恵庭センター

事前連絡の上、【履歴書】および【個人情報収集同意書】を郵送してください。［担当/高橋］
＜郵送先＞〒060-0807　札幌市北区北7条西1丁目1-2�SE札幌ビル10階
●【個人情報収集同意書】は下記URLからダウンロードお願いします。
　https://www.ccs1981.jp/careers/img/ccs_recruit_personal_info.pdf

応
募

☎011-700-5588（札幌支社） saiyo@ccs1981.jp
恵庭市京町56-1�MY恵庭ビル5階
https://www.ccs1981.jp/

事務事務スタッフ募集!スタッフ募集! 「ふるさと納税」に関する電話応対 「ふるさと納税」に関する電話応対 
及び、事務作業が中心です♪及び、事務作業が中心です♪

時給1,000円 土日祝お休み！ 正社員登用実績有

恵庭 契 一般事務業務

■一般労働者派遣事業（派01-300021）

(株)ジェイサポート
面接地/�札幌市北区北7条西4丁目8-3�北口ヨシヤビル3F�

（JR札幌駅北口より徒歩1分）
0120-706-7170120-706-717受付/

9～17時
★ご自宅近くでの出張面接・WEB面接にも対応しております♪

応募

★職場見学も可能です!お気軽にお問い合わせください!
★JR恵み野駅から無料送迎有!

期　間▶即日～長期
仕　事▶�日用雑貨やDIY商品が保管されている倉庫内�

でのお仕事フォークリフト（リーチ）を使った�
入出荷業務、商品格納等

資　格▶�フォークリフト運転免許、学歴不問、ブランクOK
給　与▶�時給1,165円
時　間▶�9:00～17:00　※実働7h
休　日▶�土日
勤　務▶週5日
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場

完備、週払い可（規定有）、有給休暇
勤務先▶恵庭市北柏木町

11,,165165円円

恵庭 派 倉庫内でのフォークリフト作業

フォークリフトフォークリフト
作業員作業員募募集!集!
�時�時
給給
資格と経験を活かせる♪
モクモク作業が好きな方にぴったり♪
ピッキング・仕分け作業も同時募集!

＼仕事探すなら／

ちゃんと 検索
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　パートやアルバイトも立派な労働者
です。意外に知られていないのが、非
正規雇用でも有給休暇を取得する権利
があるということ。
　有給休暇とは、受け取る給料の額を
減らされることなく休暇を取得するこ
とができる、法律によって定められた
労働者にとってはありがたい制度です。
どんなにワンマンな経営者でも「ウチ
には有給休暇はない」などと法律に反
した規則を定めることはできません。

2019年4月の法改正で利用促進

　6ヶ月間継続勤務し、会社に定めら
れた労働日数の8割以上出勤していれ
ば、雇用形態を問わず有給休暇が付与
されます。年に付与される日数は下記
＜表1＞＜表2＞のとおりです。
　2019年4月に施行された改正労働基
準法では、法定の有給休暇が年間10日
以上ある労働者に対し、会社は有給休
暇を付与した日を基準日として1年以内
に5日以上の有給休暇を取得させるこ

とを義務づけられています（労働基
準法第39条）。以前、会社によって
は残日数を知らされないことがあっ
たり、同僚への気兼ねや申請のため
らい等の理由から取得率が低調でし
たが、今回の改正により、フルタイ
ムで働く方や長年パートで勤めてい
る方にも積極的に利用を促す仕組み
となりました。

 私用に使えます。積極的に活用を！

　もちろん『ゆっくり休んでリフ
レッシュしたり、遊びに行きたい』
時にも使えます。申請時の理由は
「私用の為」でOK。 会社側は、事業
の正常な運営を妨げる場合を除き、
有休申請を受けた指定の日を変更す
る権利はありません。
　有給休暇は付与された日から2年
間使われずに経過すると消滅してし
まいます。日程調整など職場への気
配りも大事ですが、 積極的に利用し
ていきましょう。

◎非正規雇用者の有給休暇について 有給休暇は正社員だけの
ものではありません！

＜表1＞年次有給休暇の付与日数（週所定労働時間が30時間未満の労働者）

＜表2＞年次有給休暇の付与日数（一般の労働者）
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4日 169～216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73～120 日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48～72 日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

週所定
労働日数

年間所定
労働日数

勤続年数ごとの年次有給休暇付与日数
6ヶ月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上

勤続年数 6ヶ月 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日札幌市中央区北4条西4-1�札幌国際ビル4F㈱ワールドインテック

まずはお気軽にお電話ください。出張面接も可。
曜日・時間等お気軽にお問い合わせください。 0120-93-8080 

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、寮有、赴任交通費会社負担、引越し費用会社負担、�
有給休暇、車通勤可（駐車場有）�、昇給有（規定による）共通項目

期　間▶�長期�※3ヶ月毎更新
時　間▶�8:00～17:00、20:00～翌5:00�※実働8h
給　与▶�時給1,250円〜
休　日▶�4勤2休�※シフト制��

※GW、夏季休暇、年末年始有�
※生産状況により変動の可能性有

❶マシンオペレーター業務及びその付帯業務
勤務先▶山梨県中巨摩郡

（求人No.40162-00）

★男女ともに活躍中
★寮完備　
★年間休日120日

月収例
時給1,250円×1日8h×20日 
+残業30h+深夜55h
+休出8h+通勤手当 
＝291,609円可能！

期　間▶�長期�※3ヶ月毎更新
時　間▶�8:30～17:15��

※実働8h
給　与▶�時給1,300円〜
休　日▶�土･日曜、祝日

❸自動車部品の目視検査
勤務先▶山梨県韮崎市

（求人No.40134-00）

★人気の日勤
★土日休みで高収入
★寮費無料

月収例
時給1,300円×1日8h
×20日+残業40h 
+通勤手当 
＝295,600円可能！

時　間▶�8:30～17:30、22:30～翌6:00　�
※実働8h

給　与▶月190,000円〜
休　日▶�土･日曜、祝日、他�※シフト制�

※GW、夏季休暇、年末年始有

❹製造
勤務先▶千歳市、他

（求人No.10056-00）
★�未経験から正社員に！
★�生活備品一式完備
の完全個室寮有

月収例

基本給190,000円 
+残業15h+通勤手当 
＝233,160円可能！

期　間▶長期
時　間▶�8:30～18:10、20:30～翌6:10�※実働8.5h
給　与▶時給1,200円〜
休　日▶�5勤2休もしくは5勤3休�※シフト制�

※�GW、夏季休暇、年末年始有、�
他、会社カレンダーによる

❷大型通信機器デバイス部品の製造及び検査業務
勤務先▶山梨県甲府市

（求人No.9116-00）
★残業多めで高収入
★寮費無料
★年間休日131日
★更新時、満了金有（規定有）

月収例
時給1,200円×1日8h
×20日+残業40h 
+深夜60h+通勤手当 
＝308,000円可能！

正社員&派遣社員募集中!!
千歳・その他 正 派 製造（広告No.50547）

派 派

派 正

★�恵庭市内およびJR千歳駅まで送迎有!
★事前の職場見学可。是非ご連絡ください♪

☎0123-36-5181
〒061-1356 恵庭市西島松570番地

担当/中村
【受付/9〜17時】
島松病院医療法人盟侑会

http://www.shimamatuhp.jpsimamatu@shimamatuhp.jp

共通
項目

時　間▶①9:00～17:00　②16:30～翌9:30�
休　日▶シフト制　※年間休日126日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

昇給・賞与有、各種手当有、試用期間3ヶ月

看護師
介護士
126日年間

休日

恵庭 正 看護、介護

資　格▶��18歳～64歳（深夜勤務があるため・定年年齢を
上限とするため）、看護師もしくは准看護師資格

給　与▶�月171,000〜330,000円　�
※上記別途夜勤手当10,400円/回

看護師・准看護師

介護士
資　格▶�18歳～64歳（深夜勤務があるため・定年年齢を

上限とするため）、介護福祉士、介護実務経験者、
初任者研修修了者、未経験者もご相談ください。
（介護福祉士以外の方は準職員となります）

給　与▶�月135,000〜211,500円　�
※上記別途夜勤手当5,100円/回

正職員募集

★院内保育所有!
★24時間託児可!
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