
2021 年 7 月 23 日（金）ちゃんと 10

勤務先▶�JR島松駅〜JR恵庭駅、JR新千歳空港駅
仕　事▶�駅舎内全般の清掃�

（男女・バリアフリートイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶�現場による�

例/JR新千歳空港駅の場合�
　�①8:50〜12:50（実働4h）�
　�②12:50〜19:50（実働6h、休憩1h）�※シフト制

給　与▶時給875円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休�※シフト制、応相談
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸与
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。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

☎0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃スタッフ駅舎清掃スタッフ
募集!募集!★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳・恵庭 パ 清掃

★千歳・恵庭から車で20〜30分程度、静かな道で快適通勤♪

仕　事▶�調味料の包装作業、パレットへの移動等
資　格▶�未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）歓迎、�

車通勤できる方
給　与▶�時給915円～
時　間▶�10:00〜16:00（実働5h、休憩1h）
休　日▶�土日祝、他会社カレンダーによる
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、無料駐車場有、�

作業服貸与、有給休暇

女性多数活躍中!!女性多数活躍中!!
千歳・恵庭在住の千歳・恵庭在住の時給915円〜

扶養内
OK

まずはお電話ください。職場見学もOK!! 

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6�
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

カンタン作業！ イチから丁寧に教えます★

安平 パ 食品梱包作業

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

時間･日数時間･日数応相談応相談

まずはお気軽にお電話ください。

千歳店
HAIR COLOR CAFE 千歳市新富

2丁目1-5�1F

090-8623-3888

仕　事▶�ヘアカラーを中心に、カットや縮毛矯正など
を行います。カラー、シャンプー専属でも可。

資　格▶美容師免許
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶10:00〜19:00の間で応相談
勤　務▶�週3日〜（応相談）
休　日▶�シフト制（応相談）�※定休日/火･日曜�
待　遇▶車通勤可

ヘアカラーカフェ

パート
募集

★フルタイム勤務も同時募集‼︎

千歳 パ 美容スタイリスト

《共通項目》
勤　務▶週3日〜�※応相談
待　遇▶�各社保完備（勤務状況による）、車通勤可（無

料駐車場有）、交通費規定支給、作業着貸与、
健康診断（会社負担）、1日体験有

◆日勤
期　間▶長期
給　与▶時給865円
時　間▶�9:00〜13:00または16:00�

※状況により時間の変動有
◆夜勤
期　間▶長期
給　与▶時給1,080円
時　間▶�23:00〜翌3:00または翌7:00�

※状況により時間の変動有

野菜野菜 カットカットスタッフスタッフ
小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！小さいお子さんがいるスタッフも活躍中！
土土日日出勤できる方、大歓迎です♪出勤できる方、大歓迎です♪

未経験者歓迎 扶養内OK

恵庭市北柏木町3丁目恵庭市北柏木町3丁目
160-1（アレフ工場内）160-1（アレフ工場内）㈱エフケー

受付/9〜16時
担当/採用係☎39-5310☎39-5310応募

の

�有給休暇を
取りやすい 
環境です♪

恵庭 ア パ 野菜のカットスタッフ

清掃・厨房清掃・厨房スタッフスタッフ

募集募集

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、制服
貸与、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

共通�
項目

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

◆清掃 《パート》

給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00〜14:00の間で実働2.5〜5.5h
休　日▶シフト制�※勤務日要相談

◉ラ･デュース恵み野

給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00〜19:30の間で実働4〜8h　
勤　務▶シフト制�※応相談

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 
★フルタイム・扶養範囲内選択可

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

給　与▶�時給870円
時　間▶�①8:00〜12:00�②13:00〜17:00�

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶�日曜、祝日、他

◉恵庭南病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

◆清掃 《フルタイム/パート》

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）

恵庭 派 部品製造

長 期 安 定長 期 安 定
製造スタッフ募集 !製造スタッフ募集 !

《深夜時給》11,,375375円円
［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶�プリント配線基板検査・製造業務。素材に穴を

あけたり、切断したり等、機械を使用した作業
が中心です。重労働はありません。

期　間▶�即日〜長期　　
資　格▶�未経験者歓迎、資格不問
給　与▶�時給1,100円 

※22時以降深夜割増（時給1,375円）
時　間▶�8:30〜17:00、20:30〜翌5:00�

※シフト制
勤　務▶�4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）�

※GW・お盆・お正月は長期休暇取得可能
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

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）

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

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。

※入社後1年間は給与保証有 
　 (当社規定による）

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 タクシー 
ドライバー募集!ドライバー募集!

週休2日制週休2日制
だからしっかり だからしっかり 

休める♪休める♪

千歳 嘱 タクシー乗務員

☎0123-46-5829
お電話またはメールにてご連絡ください。 担当/高橋、松田【電話受付/10〜21時】

chitose@matsuo1956.jp

短時間/長時間 両方可能‼︎

新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港3F

パート・アルバイト  ホール・キッチン
仕　事▶�レストラン（新千歳空港店）での�

ホール中心の接客、レジや厨房の�
お手伝い等

給　与▶�一般/時給930円～　 
高校生/時給900円～

◎お子さんの急病や、春・夏休みも対応可能♪
◎月2回、希望でシフト作成します。

時　間▶�10:00〜21:00の間で3〜8h�
（応相談）

勤　務▶�週2〜6日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、昇給制度有、�

交通費規定支給（上限5万円）、�
賞与年2回（パート）、食事補助有、�
従業員割引有、有給休暇有

フリーター・フリーター・
パート・学生パート・学生さんさん大歓迎!

はじめはみんな初心者です！いっしょに楽しく働きましょう！
未経験者歓迎！ブランクOK！

●平日だけ働きたい！●扶養範囲内で働きたい！
●土日祝だけ、用事の前後に… 全部OK!!全部OK!!

時間帯時間帯
相談可相談可

千歳 ア パ ホール・キッチン

仕　事▶�廃棄物･資源物の回収など�
（塵芥収集車･4tトラック運転手、他）

資　格▶�要普通自動車免許
時　間▶�7:30〜16:30(実働5〜7h程度)
休　日▶�日曜日
給　与▶�時給900円～ ※資格、経験による 

※大型免許保持者は時給1,000円～
待　遇▶�各社保完備（勤務状況による）、交通費規定支給、

暖房手当（9月〜翌3月）、年末手当、
勤務先▶�千歳市内

〒066-0067　千歳市桂木3丁目9-26

担当/髙橋☎0123-27-7244
有限会社 協成ワーク

中型免許取得中型免許取得も可も可

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

正社員正社員
登用有登用有

急急
募募

入社後、入社後、
費用当社負担！

千歳 ア 廃棄物・資源物回収等

◆レジ

◆水産

◆酒

◆水産

◆食肉

給　与▶�［一般］時給882円 ［学生］時給871円 
時　間▶��17:00〜21:00（実働4時間）�

※応相談�※学生可

給　与▶�［一般］時給911円
時　間▶�8:30〜13:00　　　　　勤　務▶週4日

給　与▶�［一般］時給874円 ［学生］時給871円
時　間▶13:00〜18:00
勤　務▶週4日

給　与▶�［一般］時給911円 ［学生］時給871円
時　間▶①�7:30〜12:30�②13:00〜17:00

給　与▶�［一般・学生］時給871円
時　間▶�8:30〜13:00�※応相談

千歳・恵庭 ア パ 水産、食肉、レジ、酒

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱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

お寿司製造

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店
Web応募
はコチラ

恵庭店
Web応募
はコチラ

☎33-1122
恵庭市本町210

応募

応募

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

ケアマネージャー、保育職員、 
夜間施設管理も同時募集!

社会福祉法人 いちはつの会

コロナ禍により離職された方を対象に、
異業種チャレンジ奨励金

を北海道から支給。
（規定有）

介護職員募集介護職員募集
やる気があれば 
未経験も応募可!

北海道異業種
チャレンジ奨励事業

30万円

★残業少なめ！★休日出勤なし！
通常の有給休暇の他に希望休聞き取り
制度があるのでプライベートも充実！

安定的かつ継続的な収入の
社会福祉法人で
一緒に働きませんか？

体制強化の為、増員募集!!

《共通項目》
時　間▶�①6:30〜15:30　②8:30〜17:30�

③11:15〜20:15　④13:45〜22:45�
⑤17:00〜翌9:00　※応相談、シフト制�
※①〜④休憩1h、⑤休憩2h　

休　日▶�年間休日107日、シフト制�
（変形労働のため日数変動有）

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場無料）、
事業所内保育所利用可（保育料無料）、社保完備（パート
は勤務時間による）、試用期間6ヶ月有、夜勤手当/1回
4,000円、処遇改善手当/月10,000〜25,000円

勤務先▶�◎特別養護老人ホーム�恵庭ふくろうの園�
　（恵庭市南島松6-1）�
◎地域密着型特別養護老人ホーム�千歳ふくろうの園、　
　千歳ふくろうの園Ⅱ（千歳市大和4丁目2-4）

★初期の配属場所については経験やお住まいにより考慮致します。
★知識・技術より人物重視の採用をしております。 
　高齢者と係わる事が好きな方のご応募お待ちしております!

☎0123-36-1351☎0123-36-1351受付/�月〜金�
9〜17時

電話連絡の上、履歴書をご郵送ください。 担当/星野 

社会福祉法人いちはつの会
恵庭市南島松6-4 http://www.midorino.jp

■千歳・恵庭地区施設系サービス

資　格▶介護福祉士
給　与▶�月額222,000～246,500円（各種手当含む） 

★昇給、賞与（2.0ヶ月支給）有

◎退職積立金制度有
正職員

◎ 正職員登用制度有 
資格取得（介護職員初任者研修、実務者研修）助成制度有
※2年以上のお勤めで、費用全額法人負担（規定有）

準職員

資　格▶�不問、①〜④の内、2つ以上勤務可能な方　�
※夜勤なしも可

給　与▶�無資格/時給870円　 
実務者・初任者研修/時給900円 
介護福祉士/時給1,050円 
★月収平均/158,660～201,400円（各種手当含む） 
★賞与月（6月・12月）に一時金の支給有

35歳以上の方も
積極採用中

感染症防止対策実施済み 
利用者様及び職員のワクチン早期接種済み 

（もちろんお仕事中のマスクは支給します。）

千歳・恵庭 正 準 介護

受付/平日9〜18時
担当/採用担当☎0123-25-3830応募

有限会社 山友
さんゆう

千歳市北栄2丁目22-2
http://sanyujp.com

時　間▶9:00〜18:00（休憩1h）
給　与▶ 月給150,000～200,000円 

※経験・能力による  
※試用期間3ヶ月有/時給861円

資　格▶�要普通免許（AT限定可）、�
基本的なPC操作ができる方

休　日▶�隔週土曜、日曜、祝日、GW､お盆、年末年始、�
有給休暇�※年間休日105日程度

待　遇▶�社会保険完備、昇給年1回、賞与有（規定有）、
燃料手当、家族手当、残業手当、休日出勤手
当、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

一般事務一般事務 募集中!!募集中!!

未経験者未経験者
歓迎！歓迎！

千歳 正 一般事務

仕　事▶入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶�日勤/7:00〜20:30（実働8h、休憩1h）
　　　　夜勤/�16:00〜翌8:00（実働14h、休憩2h）��

※月4〜5回
休　日▶�週休2日制�※年間休日120日
勤務先▶�特別養護老人ホーム　やまとの里�

（千歳市大和4丁目2-1）

資　格▶�介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶�月165,000円～300,500円+夜勤手当 

※資格、処遇改善手当、特定処遇改善手当含む 
　（年齢・経験に応じて支給） 
　（処遇改善手当･特定処遇改善手当は偶数月支給）

待　遇▶�各社保完備、賞与年2回（3.4ヶ月分）、�
扶養手当、住宅手当（規程による）、寒冷地手当
（11月〜3月）、有給休暇、交通費規程支給、�
車通勤可（駐車場無料）、昇給年1回

共
通
項
目

応募社会福祉法人

千歳福祉会 〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1 採用担当/中尾�（受付/9:30〜17:30）

介護職員募
集

正職員
準職員

特別養護老人ホーム 暢寿園のスタッフも同時募集!

正
職
員

準
職
員

賞与年2回有 各種手当有

雰囲気が気になる方は、HPをご覧ください♪男女男女問わず問わず
幅広い年齢層幅広い年齢層がが

活躍中!!活躍中!!

資　格▶介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）必須
給　与▶�月149,250～254,250円 

+夜勤手当（10,000円/回)　 
※処遇改善手当含む（偶数月支給）

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、車通勤可、�
賞与年2回（2.55ヶ月分）、介護福祉士手当5,000円

☎0123-49-6805☎0123-49-6805

夜勤の可否
対応可能!

千歳 正 準 介護職員
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