
2021年7月16日（金）ちゃんと 12

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

利用者さまの増加に伴い増員募集増員募集です！

資　格▶�教員免許、保育士、児童指導員要件を満たす方、無資格でも応募可
時　間▶�①10:00～17:00�②13:00～17:00または18:00��

※他の時間も相談可
給　与▶�有資格者/時給1,000円〜�

無資格者/時給950円〜
勤　務▶週2日～
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、試用期間6ヶ月有

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください

lovealice.chitose@gmail.com

★言語聴覚士も同時募集/月22万円～

1人1人に目が届く、安心できる環境を目指しての募集です。
スタッフの働きやすさも大切にしています。

千歳 パ 児童デイサービススタッフ

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

20代20代
30代30代

40代40代
50代50代

70代70代

60代60代

▲スタッフの年齢構成（イメージ）▲スタッフの年齢構成（イメージ）

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

仕　事▶�お客様や車両の誘導等
資　格▶�18歳以上（省令2）、有資格者尚可
給　与▶�日給8,000〜10,000円
休　日▶�週休2日（他会社カレンダーによる）
時　間▶�シフト制（実働8h）��

★日勤のみ、夜勤のみもOK!�
8:00～18:00、21:00～翌7:00他

★全国に41営業所を展開！

60歳以上の方も多く在籍！

☎0123-29-3203

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

採用担当/清水

★�増収・増益昨年対比125%�
�コロナ禍でも安定した仕事量！

★有給休暇の取得率、ほぼ100%！

★�異業種からの転職者多数！�
前職の経験を生かせます。�
（ホテルマン・飲食店・営業マン等、前職は様々）

★�誘導だけが仕事じゃない！　�
あなたの温かい声掛けで�
現場が和む・安心が広がる！�
警備業ってサービス業なんです♪

勤務先▶�千歳・恵庭市内、近郊�※現場への直行直帰可能�
例）新千歳空港での車両誘導、�
北海道ボールパークでの車両誘導等、現場多数

待　遇▶�交通費規定支給、社保完備（勤務による）、�
昇給制度有、賞与年2回、有給休暇、制服貸与、�
法定研修有（6日間・45h/38,745円支給）、�
入社祝い金最大15万円支給（規定有）

◆�【現場多数あります!!】常駐警備スタッフ　★週2、3日〜OK!!　★シニア世代活躍中!!

常
駐
案
件
多
数

元気に活躍中！

千歳・恵庭・他 契 ア パ 常駐警備スタッフ

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶�主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶�17:00～23:00�

※22時以降深夜割増有
勤　務▶週3日程度　※シフト制
休　日▶日・祝
待　遇▶交通費規定支給

急募

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理
ゆきあかり 山河

☎0123-26-5061
受付/14～18時　担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

洗い場･調理補助
パートスタッフ募集

千歳 パ 洗い場･調理補助

認知症対応型
共同生活介護事業

グループ
ホーム 笑顔の郷

笑顔笑顔のの郷郷
正社員･夜勤スタッフ募集

えがおえがお

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

☎26-5300

資　格▶介護福祉士
時　間▶�①7:00～19:00の間で8h�②16:30～翌9:30（夜勤）
勤　務▶�シフト制
給　与▶�月184,000円〜（資格手当･夜勤4回分含む）�

※経験年数により優遇�
※試用期間3ヶ月有/月160,000円

待　遇▶�賞与有（年2回）、昇給有（年1回）、�
社会保険、雇用保険、交通費規定支給

正職員　介護スタッフ

パート　夜勤専属スタッフ
資　格▶�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、�

土日勤務できる方歓迎、介護職員初任者研修修了
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶�16:30～翌9:30
勤　務▶�週2日�※応相談
給　与▶夜勤1回16,000円（夜勤手当含む）
�待　遇▶雇用保険、交通費規定支給、社員登用制度有

WワークWワーク
OK!OK!

2名2名
急募急募

先輩達が先輩達が
丁寧にご指導丁寧にご指導
いたします。いたします。

千歳 正 介護スタッフパ 夜勤専属スタッフ

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

お仕事で使
う

お仕事で使
う

アレアレってなってな〜〜んだんだ
？？ 清

掃
員
さ
ん
の

ス
ク
イ
ー
ジ
ー

窓拭きに使う専用のワイパーのこと。
これと雑巾さえあれば、
洗剤を使わずに水だけでピカピカに！！

農業生産法人

㈱けーあいファーム
〒066-0001�千歳市長都1010番地

担当/阿部☎42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶時給870円〜�※経験・能力による
時　間▶�6:00～18:00の間で4～8h�※応相談
勤　務▶週2日～OK

◆正社員
給　与▶�月給175,000〜230,000円+残業代
時　間▶�6:00～18:00の間で8～9h��

※シフト制�※1年変形労働時間制
休　日▶�週1日～、夏季(5～6日)、冬季(12～16日)�

※シフト制�※年間休日93日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与

有、有給休暇、社員割引有、寮完備、�
試用期間3ヶ月（同条件)

資　格▶�高卒以上、要普通免許、�
フォークリフト免許・大型特殊免許・�
大型自動車免許持っている方優遇

しいたけ栽培、野菜加工作業、 
工場仕分け作業等

種蒔き、苗準備、畑準備等
定植、草取り、収穫等
草取り、収穫、選別、仕分け等

12月～3月

3月～4月
5月～8月

8月～11月
★�希望者は南大東島（沖縄県)でサトウキビ�
の収穫作業もあります。（12月〜翌3月）

こんな野菜作ってます!▶▶

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪ キャベツ、ブロッコリー、人参、カボチャ、白菜、スイートコーン、しいたけ、麦、大豆…

野菜の収穫･農作業野菜の収穫･農作業
小さいお子さんがいるスタッフ多数!!小さいお子さんがいるスタッフ多数!!

通年雇用なので長く働ける!!

千歳 正 ア パ 収穫・農作業

パート･アルバイトも同時募集!�★即日〜通年雇用

担当/阿部☎42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

大規模農場で運転しませんか？
仕　事▶�トレーラー・ダンプ（3t、4t）・軽トラックを

使用して、野菜や肥料、機械の運搬
資　格▶大型自動車免許、けん引免許、経験者優遇
給　与▶�月給175,000〜230,000円+残業代
時　間▶6:00～（月による）�※一年変形労働時間制
休　日▶�週1日～、夏季(5～6日)、冬季(12～16日)�

※シフト制�※年間休日93日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、�

社員割引有

〒066-0001�千歳市長都1010番地

農業生産法人

㈱けーあいファーム

農場運転手
急募!1名

千歳 正 ドライバー

★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

アイルコーポレーション㈱ 恵庭市中島町
1丁目13-7

資　格▶�未経験者歓迎、経験者・資格保有者尚可
給　与▶�①時給1,200円�②日給9,000〜12,000円
時　間▶�日勤/8:00～17:00�※現場により変動有
休　日▶�当社カレンダーによる
期　間▶�①即日～8月末まで�

②即日～翌3月末�※延長の可能性有
待　遇▶�労災保険、資格手当有、社員登用の途有、法定教育・試用

期間3ヶ月有、交通費補助支給、寮有、入社書類会社負担
勤務先▶恵庭市・千歳市および近郊

①《アルバイト》集団ワクチン接種会場駐車場での警備
②《パート》工事現場での誘導

担当/三浦☎33-6000
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【未経験者歓迎】【未経験者歓迎】
★費用会社負担で資格取得可能！

女性・シニアも
活躍できる環境です!

週払い可
寮あり

千歳・恵庭・他 ア パ 警備、誘導

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

アスクゲートノース

給　与▶�時給1,050円〜
時　間▶�7:40～17:00�

（休憩1時間20分）�
期　間▶�8月2日～9月中旬�

※延長の可能性有
休　日▶��日、他�

※9月中旬以降は土日祝

★繁忙期のため増員募集!︎

スイートコーン・コーンフレークの製造

時給1,050円〜
8月2日〜9月中旬

《由仁町三川》

給　与▶�時給1,000〜1,100円
時　間▶�9:00～17:00（実働7時間）�

※短時間勤務の相談可能
期　間▶�即日～2ヶ月�※更新制
休　日▶�水・日��

※出勤日数の相談可能

★時間･休日の相談可能！

生ハム・ソーセージの製造

時給1,000〜1,100円
即日～2ヶ月（更新制）

《安平町》

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�8:30～17:30�

※残業有
期　間▶即日～12月中旬
休　日▶�土日祝

★自力通勤者歓迎!︎

プラスチックの加工・組立

時給1,000円〜
即日〜12月中旬

《恵庭市》

短期短期のお仕事のお仕事3職種3職種募集‼︎募集‼︎

WEB面接WEB面接も可能です。も可能です。
まずはお気軽にお問合せ下さい。まずはお気軽にお問合せ下さい。

1Rタイプも1Rタイプも
空きあります。空きあります。●�送迎や、住み込み寮など待遇面でのご相談も可能です。

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

恵庭・その他 派 製造、加工、組立

仕　事▶�店内の床掃き・拭き、窓・ショーケースの�
拭き取り等の清掃

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給920円��

※試用期間1ヶ月/時給861円
時　間▶��7:00～10:00　※実働3h程度
勤　務▶�金、土、日、月　※応相談
待　遇▶�労災保険

(有)はるかカンパニー
〒061-1447　恵庭市福住町2丁目1-10

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。☎32-2046
阿部精肉店

恵庭 パ 清掃

清掃清掃スタッフ募集!︎スタッフ募集!︎
★勤務日数応相談!︎★未経験者歓迎!︎
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