
2021 年 7 月 2 日（金）ちゃんと 10

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

【パート】介護職員
資　格▶ 無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）
給　与▶ 介護福祉士/時給1,200円〜 

初任者研修修了/時給900円〜 
無資格・未経験者/時給880円〜

時　間▶ ［日勤］①7:00～16:00  
　　　 ②9:00～18:00 ③10:30～19:30 

［夜勤］④18:00～翌9:00  
★すべてのシフトに入れなくてもOK！ 
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、 

有給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、 
処遇改善加算手当（年2回支給）、正社員登用制度有

㈱サンボウグループホーム ぬくもりの里 千歳市住吉４丁目８番１４号

未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

【新型コロナウイルス感染症対策万全】 安心して働けます。

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時～18時（人事担当直通）090-3399-5886★無資格OK 

★身体ケアなし 
★ちょっとしたお手伝いのお仕事です！

グループハウスでの補助同時募集

夜勤帯
≪夕〜翌朝のケア≫

夕食の片付け、就寝準備手伝い、 
夜間の見守り・ケア、朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、食事・入浴介助、
食事の調理、お話し相手等

日勤帯
≪生活サポート≫

のあるケアに携わって
くれる仲間を募集します♪

ぬくもりぬくもり

時給870円

千歳 パ 介護

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応募

◆ちとせモール[千歳市勇舞8丁目1-1]
時　間▶ 14:30～19:30
勤　務▶ 週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

清掃清掃

（田口）
0120-03-6323

　080-2871-5294

★60歳以上の方も積極採用　★Wワーク応相談

午後の時間から
のお仕事です♪

ショッピングモールのショッピングモールの

スタッフスタッフ

扶養内
勤務OK！

千歳 パ 清掃

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶ 時給920円
勤　務▶ ①月・火・水　②火・水　※各1名募集
時　間▶ 平日/7:30～10:00　祝日/6:30～9:00
 待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、有給休暇有
勤務先▶ 恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ
920920円円

募
集

時時
給給

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条
東2丁目5-2
札幌泉第１ビル☎011-241-2580

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

北海道支社 担当/畠山

株式
会社

WワークWワーク
OK!!OK!!

朝の時間を有効に! 男
女
と
も
に
活
躍
中

男
女
と
も
に
活
躍
中
‼‼元気な元気な

60歳以上60歳以上の方も歓迎♪の方も歓迎♪

恵庭 パ 清掃

明るく和気あいあいとした職場です!

販売スタッフ募集!販売スタッフ募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファーム」での 
店内業務（商品の販売・補充・レジ・袋詰め等）

資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、�
車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶ �時給880円〜
時　間▶8:00〜18:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、 

社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

安平 ア パ 販売
パート
アルバイト

厨房スタッフ厨房スタッフ
長期で本店 北広島も 長期で本店 北広島も 
通勤可能な方歓迎!通勤可能な方歓迎!

募募
集集

仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 
簡単な調理業務

給　与▶ 時給880円
時　間▶ 9:00～15:00 ※応相談
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4、北広島市中央3丁目6-1

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

☎36-4114パパーーララーー恵み野恵み野
恵庭市恵み野西1丁目4番 受付/平日9〜17時

恵庭・北広島 パ 厨房

時間時間
応相談応相談

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 
時　間▶�①9:00～15:00　②19:00～翌1:00 
給　与▶�時給900円〜　※昇給有  

※22時以降/時給1,125円〜
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!
WワークWワーク
OK!OK!

女性女性
活躍中!活躍中!

勤務日数勤務日数
応相談!応相談!

千歳 パ ベットメイク

千
歳
市

みどり台南3丁目

住吉1丁目

豊里2丁目

北斗1丁目

栄町2･3丁目

錦町1･2･3･4丁目

春日町2丁目

大和1丁目

白樺4丁目

文京3丁目

恵
庭
市

島松本町2丁目

恵み野東4丁目

恵み野南4丁目

恵み野西6丁目

黄金中央3丁目

黄金南4丁目

中島町4丁目

柏陽町１･2･３丁目

泉町

有明町3丁目

仕　事▶ 生活情報紙 
「ちゃんと」の折込・配布

資　格▶ 年齢不問（健康な方）  
★短期もOK

給　与▶ 1部配布7.5円〜 
（ページ数により変動あり） 
＋チラシ折込手当 
＋増ページ手当 
+皆勤賞

勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00　 

金曜/5:00～18:00 
の間で実働1～3h位 

（配布場所による）皆勤賞
1ヶ月休まずがんばろう！

★�他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

年齢不問

短期OK

あり！

配布員配布員募募
集集

自分のペースで
仕事が出来るよ！

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911応募■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

どちらもどちらもOK!OK!
扶養内、Wワーク、学生さん…扶養内、Wワーク、学生さん…
いろんな方が活躍中です!いろんな方が活躍中です!
≪期間は応相談≫≪期間は応相談≫
あなたのご希望をあなたのご希望を
お聞かせください♪お聞かせください♪

短期
通年

まずはお電話ください。

■医療・福祉施設向けクリーニング業

千歳市泉沢1007-207
㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

☎0123-28-3771☎0123-28-3771

◆クリーニング品の仕分け・仕上げスタッフ
　機械や手で仕上げるカンタン作業♪
時　間▶ 原則8:00～17:00の間で実働6～8h程度 

※応相談（扶養内希望の方、勤務時間対応致します。）
勤　務▶ 週2～5日で応相談（土日完全休）
給　与▶時給861円〜
待　遇▶ 送迎有(千歳市内のルートのみ）、社保完備、 

車通勤OK、交通費規定支給、昇給有、社員登用有、
試用期間有（長期希望の方）

千歳 ア パ 工場作業

時給1,100円~時給1,100円~◆電話面接対応中! 

0120-095-0120-095-350350

◆電話面接対応中!

勤務先▶恵庭市戸磯
仕　事▶ プリント基板製造装置の操作や 

検査業務
給　与▶  時給1,100円〜
時　間▶   ①8:30～17:00  

②20:30～翌5:00 
※状況による

勤　務▶5勤2休 ※シフト制
期　間▶ 3ヶ月更新（長期）
待　遇▶ 社保完備、車通勤可（駐車場完備）、 

交通費規定支給

【恵庭市】プリント配線基板製造・検査

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

恵庭 派 製造、検査

製造・検査製造・検査スタッフスタッフ
女性多数女性多数
活躍中!活躍中!

まずはお気軽にお電話ください。

期　間▶ 即日～9月末 
※延長の可能性有

仕　事▶事務補助（外勤有）
資　格▶ 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▶  週休2日 ※シフト制
待　遇▶ 雇用・労災保険、車通勤可
勤務先▶ 恵庭RBP/恵庭市恵み野北3丁目1-1

時給1,000円!!

2名募集!

急募 事 務 補 助

恵庭市恵み野北
3丁目1-1 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 ア 事務補助

期　間▶ 即日～通年
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ 9:00～16:00もしくは9:00～18:00
休　日▶ 土日祝 ※会社カレンダーによる
給　与▶ 時給861円〜
待　遇▶ 各種保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、週払い制度有、 
無料送迎有、試用期間2ヶ月

勤務先▶ 千歳市泉沢

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

無料送迎あります!

未経験OKな簡単作業!

安心の通年雇用!

土日祝休み!
◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等

千歳 派 工場内作業

★社宅応談可 ★その他委細面談
給　与▶ 月給200,000〜 

　　300,000円
休　日▶ 週休2日程度 ※シフト制

★その他委細面談
給　与▶ 時給900〜1,000円  

※時間帯により変動有
休　日▶週休2～3日 ※シフト制

〒080-0809 帯広市東9条南8丁目2-14履歴書を右記に 
ご郵送ください。合同会社 インシュピルサン

☎0155-29-2151　担当/高橋

駐屯地内での
調理業務

急
募

時　間▶  4:00～18:30の間でシフト制 
例/①4:00～16:00 ②9:00～18:30 
     ③13:00～18:30

待　遇▶ 交通費規定支給、正社員のみ社保完備
勤務先▶安平駐屯地

共
通
項
目

【正社員】調理師 

【パート・アルバイト】配食、調理補助 

（150円）
時給＋早出手当

4〜8時まで4〜8時まで

20〜30万円
月給

安平 正 調理師ア パ 配食、調理補助


	10_q04

