
2021 年 6 月 25 日（金）ちゃんと 14

 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▶未経験者歓迎
給　与▶�時給861円 ※他、ナイター加算・年末年始加算有
時　間▶�8:45～17:30�

※�13:00～21:30、8:45～21:30等、�
状況による（時間外手当有）

勤　務▶月10日程度
待　遇▶�雇用・労災保険、制服貸与、交通費規定支給

扶扶 養養 内内 OKOK 40〜60代が
活躍中！

勤務開始日応相談♪

千歳市幸町3丁目3-2

担当/
林・大薄（おおすぎ）、白岩

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-40-9000

馬券の販売・払戻し機業務･他 
（感染症対策は万全！）

ホッカイドウ競馬 Aiba千歳場外発売所

千歳 パ 販売 千歳 ア パ 品出し・陳列

〒066-0015　千歳市青葉6丁目14-6

千歳昭和交通千歳昭和交通㈱㈱

勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバー募集!

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

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　日勤/月180,000円～　 

　　　　　　夜勤/月220,000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）

●週休2日だから
　プライベートも充実！
●退職後の方も歓迎します!

※入社後1年間は給与保証有 
　 (当社規定による）

千歳 嘱 タクシー乗務員

最新カーナビ導入で最新カーナビ導入で
未経験でも安心♪未経験でも安心♪

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

未経験者でも安心‼︎
同行いたします♪

有給を
取得しやすい！

★ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒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!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

北海道クリーン開発㈱札幌支社
〒065-0030　札幌市東区北30条東12丁目4-9クリーンビル3Ｆ

担当/籔内
（ヤブウチ）☎011-704-0303

仕　事▶大手食品スーパーの日常清掃
勤務先▶ 恵庭市恵み野西3丁目1
時　間▶ 7:30～10:30
勤　務▶�月20日程度�

（シフト制、日数相談可）
給　与▶ 時給865円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、有給休暇
応
募

恵庭市恵み野 恵庭市恵み野 未経験でも大丈夫!!未経験でも大丈夫!!

スタッフみんなが明るく元気に働いています！
で清掃のお仕事で清掃のお仕事

恵庭 パ 日常清掃

《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
◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、11:00～20:00�

20:00～翌5:00、22:00～翌7:00
給　与▶�時給870円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶�各種社会保険完備、�

有給休暇有、制服貸与、�
昇給有（人事考課による）、�
車通勤可、交通費規定支給

☎31-0900

製造スタッフ製造スタッフ

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時�
担当/原田・本間

パパンン

セブン-イレブンジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

募集募集

恵庭 パ 製造

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.50548）

派 派

派 正

［正職員･パート］保育士
資　格▶��［正］保育士�

［パ］保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶��［正］月給150,000円～ 

[パ](保育士免許あり）時給1,000円 
　　（子育て支援員研修修了者）時給950円

時　間▶�［正］①8:00～16:30�②10:30～19:00�
［パ］8:00～19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶�［正］週休2日制（年間休日120日以上）�※シフト制�
　　　※日曜、祝日、年末年始（12/30～翌1/3)はお休みです。�
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業企業主導型保育事業

［正職員］看護師･准看護師
資　格▶看護師または准看護師
給　与▶�[看]月給210,000円～ [准]月給185,000円～ 

※別途夜勤手当支給
時　間▶�①7:00～15:30�②9:00～17:30�

④17:00～翌9:30�※①～③のシフト制
休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士
給　与▶�月給150,000円～ ※別途夜勤手当支給 

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶�①7:00～15:30�②9:00～17:30�

③11:00～19:30�④17:00～翌9:30
休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

[正職員]介護職員（通所リハビリ）
資　格▶介護福祉士
給　与▶�月給150,000円～ ★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶��8:45～17:15
休　日▶�週休2日制�※シフト制（土曜営業）�

※祝日・年末年始（12/30～翌1/3）はお休みです。

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷
　　（保育園）小向☎27-3232☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。

職 員 募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっぽろ加入、昇給年1回、賞与年2回共通項目

受付/平日（月〜金）9:00〜17:00

千歳 正 パ 保育正 看護、介護

アルバイト体験記 恵庭市/日曜の朝は僕の時間  

高校生の頃から、餃子屋さんで働いてました。接客はもちろん、洗い
物や簡単な調理作業、テイクアウトのお弁当作りをしてました。
初めてのアルバイトだったので、何をしていいか分からずうろた

えていると、先輩方が一から丁寧に教えて下さり、大変助かりました。
初めは出来ないことだらけでしたが、接客がスムーズに出来たり、

洗い物や掃除のスピードが上がったり、餃子が上手に焼けるように
なったり、出来ることがどんどん増えていき、最後にはしっかり後輩
をサポート出来る先輩になっていました。
つらい事や大変な事もありましたが、仕事仲間との時間が楽しく、気がつけばそのお店

で、4年半も働いていました。
でも一つ…制服が1年中半袖のため、冬場のドライブスルー業務は4年半働いても寒す

ぎて大変でした。

＼仕事探すなら／

飲み終わったら
すぐに電話しよう

●モクモク働くのが好き…
●手に職をつけたい…
●資格や経験を生かしたい…

●人と話すのが好き… 
●目標があると燃えるタイプ…
●車が好き…

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!!

★資格を活かせる！
★月給22万円以上!!

そんなアナタにぴったりなのは!▼ そんなアナタにぴったりなのは!▼

★未経験者OK！男女ともに活躍できます！
★手に職つけよう♪無資格OK！
★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

《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）

《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

千歳 正 整備、受付・接客

☎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）

❶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

❷自動車整備士
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