
2021年7月9日（金）ちゃんと 12

�電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

ライオン歯科クリニック
■歯科・矯正歯科・小児歯科
〒061-1373　恵庭市恵み野西1丁目8-2 （JR恵み野駅徒歩1分）

採用係☎（0123）39-7111

★JR恵み野駅前で通勤便利★

診療室清掃診療室清掃及び及び滅菌消毒滅菌消毒
スタッフ募集!スタッフ募集!
給　与▶ 時給865円
時　間▶ ①13:30〜17:00　 

②17:00〜19:00 
※どちらかでも通しでも可能

休　日▶ 水曜・日曜・祝日 
（祝日がある週は水曜勤務）

待　遇▶ 車通勤OK

1名1名
募集!募集!

恵庭 パ 清掃

 苫小牧市北栄町5丁目1-8 ☎0144-52-5174

◆一般事務員
仕　事▶一般事務
資　格▶建設簿記資格保持者尚可
給　与▶�月150,000～200,000円
時　間▶ 8:00〜17:00 
休　日▶  4週6休、年末年始、 

夏期休暇、GW
待　遇▶ 各社保完備、 

昇給年1回、賞与年2回、 
通勤手当（月12,900円〜） 株式会社電材重機 

苫小牧支店

急募

まずはお電話ください。�
面接日をご案内致します。面接時に写真付
履歴書をお持ちください。　　�担当/萩原

一般
事務員

経験者
優遇

�月収

15～20
万円

090-3774-2868

苫小牧 正 一般事務

恵庭市大町1丁目9-12
合同会社すまいるくりえいと

まずはお気軽にお電話ください。
☎0123-25-6468

受付/
9:00〜17:00
担当/安田

恵庭 パ 清掃

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶�時給861円～
時　間▶ 8:30〜12:00（実働3.5h） 

※シフト制、応相談
休　日▶ 日曜日、他希望日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可 

★長期勤務の方には退職金制度、 
　団体保険加入有

勤務先▶ グループホーム笑家えにわ 
（恵庭市大町1丁目9-12）

[清掃]施設内全般の清掃。
時間・勤務日等、ご希望に応じて調整します！

家事経験を活かして働きませんか？

子育て中のママ
シニアの方

大歓迎!!

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

080-2733-5561

週週22日日〜〜
OK!!OK!!

勤務日・時間勤務日・時間
応相談

担当/山田
受付/8〜18時

◆生産加工スタッフ◆生産加工スタッフ
仕　事▶ 簡単な葉っぱ採りと袋詰め作業、 

箱詰めで重たい作業はありません。
期　間▶即日〜最大10月いっぱいまで
時　間▶ 8:00〜17:00の間で4〜8h(応相談） 

※午前のみ・午後のみの短時間勤務　 
　大歓迎です!

勤　務▶ 週2日〜OK！
給　与▶ 時給880円～
休　日▶ 日曜
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

雇用保険は週20h以上の勤務で加入
資　格▶ 車通勤可能な方、未経験者歓迎
勤務先▶ 千歳市中央2529-11
★週1日しか働けない方も曜日によっては、ご相談受けます。

体力に自信のある方におすすめのお仕事です♪

男性も活躍中！男性も活躍中！

千歳 パ 生産加工

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.50785）

派 派

派 正

島松店 恵庭市島松旭町
1丁目1-1

希望の店舗に電話連絡の上、
写真付き履歴書をお持ちください。

㈱ラルズ��札幌市中央区南13条西11丁目2-32
●制服貸与  ●交通費規定支給  ●車通勤可

恵庭 ア パ レジ

給　与▶ ［一般］時給881円
時　間▶ ①9:00〜13:00 

②13:00〜17:00 
③17:00〜21:00 
※9:00〜17:00も可

☎39-7777応募

島松店の
Web応募
はコチラ

[担当]店長

レジスタッフ 
募集!!

★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

作業作業スタッフスタッフ短期

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

◆倉庫内での馬鈴薯の選別作業
仕　事▶ 傷物や変形・変色品を取り除いていただきます。 

幅広い年齢層が活躍中です。
期　間▶７月下旬〜12月下旬　　 
時　間▶ 8:30〜17:30
給　与▶ 時給900～950円
勤　務▶週2〜4日（シフト制） ※応相談
勤務先▶ 千歳市東丘（東千歳）
待　遇▶ 車通勤可（交通費規定支給）

送迎有

☎011-640-7003
（受付時間 平日9:00〜18:00）土日定休

（代表）
（採用担当）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
お問い合わせは携帯電話まで。面接は希望地で行います。

080-6803-9493

千歳 派 馬鈴薯の選別作業

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶ 施設の入退場警備 
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶ 車通勤出来る方、定年者の方も歓迎　 
※施設警備2級（検定11月頃）を取得して頂き 
　正社員登用となります。

時　間▶ 0:00〜24:00（6h勤務の4交代）
勤　務▶ シフト制（年中無休）
給　与▶ 月給153,000円～�

別途資格手当有/施設警備1級8,000円　�
　　　　　　　�施設警備2級5,000円�
※月収例/施設警備2級資格者：月170h勤務の
　　　　�場合月給161,500円�
※試用期間2ヶ月有/時給900円

待　遇▶ 社保完備、雇用保険、有給休暇、交通費規定支給（一律
月6,000円）、退職金制度有（59歳まで）、制服貸与

勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナル

施設警備をやってみませんか！施設警備をやってみませんか！
国家資格取得国家資格取得をサポートいたします！をサポートいたします！

千歳 正 空港警備

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 担当/つのだ

レンタカー・ レンタカー・ 
ガソリンスタンド業界 ガソリンスタンド業界 

経験者大歓迎!経験者大歓迎!正社員募集!
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）
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

スターオート
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/

千歳 正 販売、軽整備

経験者歓迎!
アルバイト パート

仕　事▶ 軽整備、洗車、オイル交換、タイヤ交換、送迎、その他
資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給861円～
時　間▶ 10:00〜19:00の間でシフト制 ※応相談
勤　務▶ 週3日〜 ※シフト制 

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 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。

車が好きな未経験者さんにもおすすめ♪

☎0123-26-2191 担当/つのだ

スターオート
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/

千歳 ア パ 軽設備、洗車、送迎

清掃員清掃員募募
集集

時給900円

(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

◆�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

◆葬儀場での館内日常清掃、ベッドメイク
時　間▶ 葬儀の施行状況による　 

※例/9:00〜13:00、13:00〜17:00　
給　与▶ 時給900円
勤　務▶葬儀施行時
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

ベッドメイク手当有
勤務先▶ やわらぎ斎場恵庭/恵庭市有明町6丁目1-25

WワークWワーク
OK!OK!

車通勤可車通勤可

恵庭 パ 清掃

製造員募集アルバイト

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まずは、お気軽にお電話ください。

期間終了後長期で働くこともできます！

主婦（夫）さんも！学生さんも！あなたの都合で働けます!!
フリーシフトフリーシフト

11日日だけだけ
でもでもOK！OK！

土日のみの勤務平日のみの勤務 どちらもOK♪

即日〜8月末即日〜8月末期間

仕　事▶ パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け 
（ベルトコンベアを利用した仕上げ・盛り付け等のライン作業）

時　間▶ 昼勤/9:00〜18:00（休憩1h）、14:00〜18:00 
夜勤/19:00〜翌4:00（休憩1h） 　 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

給　与▶ 昼勤/時給900円�夜勤/時給1,000円�※22～翌5時は深夜時給1,250円�
★月末月初手当あり！（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円）�
　毎月末3日間と毎月初めの3日間は、1日出勤ごとに1,000円支給

資　格▶ 未経験者歓迎 ※食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげは禁止、貴金属類の着用不可
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場完備）、勤務日にパンのお土産有、 

当社製品社内販売有、格安食堂完備（パン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料送迎バス有
★JR恵庭駅から無料送迎バス有！　★パートも同時募集！ 興味のある方はお問合せください。

月末・月初手当あり!

※実働6h以上の方が対象
※月初/1〜3日　月末/28〜30日又は29〜31日

1日出勤毎に

++11,,000000円円 ▶
11ヶ月で最大ヶ月で最大

++66,,000000円円

恵庭 ア 製造
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