
2021 年 8 月 13 日（金） ちゃんと11

未経験者歓迎！

� 電話連絡の上、写真付き履歴書をご郵送ください。

〒066-0004 千歳市泉郷403番地9
社会福祉法人千歳いずみ学園 

担当/越中（えっちゅう）

◆正社員
給　与▶�月192,000円〜（処遇改善手当含む） 

※経験・年齢等考慮のうえ規程により決定 
※賞与有（規程による/昨年実績年2回4.0ヶ月）

時　間▶�①8:30～17:30（シフトにより前後）�
②16:00～翌9:00（夜勤）

休　日▶�シフト制�※年間休日106日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、住宅・寒冷地・資格

他各種手当、有給休暇、資格取得助成制度有
◆パート
給　与▶�時給980円
時　間▶�8:30～18:30（実働4h～応相談）
休　日▶�土日祝�※応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇

☎29-2023

生活支援生活支援員員募募
集集

《共通項目》
仕　事▶�知的障がい者支援施設での入所者への�

日常生活に対する支援をするお仕事です。
資　格▶�資格・経験不問
勤務先▶�障がい者支援施設いずみ（千歳市泉郷403番地9）

千歳 正 パ 生活支援員

※�場合により、恵庭
市民会館での面接
会は中止になるこ
とがございます。
ご了承ください。

9月
単月
もOK

9月･10月の
2ヶ月

★
時
間
・
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与

面接会にお越しください！
【
持
ち
物
】

・写真付き履歴書
・黒ボールペン

●�各回とも開始時間
の5分前までに会場
へお越しください。�

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社　千歳ベース

ヤマト運輸株式会社ヤマト運輸株式会社　　千歳ベース千歳ベース

担当/越川（こしかわ）☎0123-48-3812☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
仕　事▶�ⓐ宅急便・メール便�

　などの仕分け�
ⓑ運転助手��
ⓒ検問など

資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、
学生歓迎、高校生不可

給　与▶�表参照
時　間▶表参照
勤　務▶�週3日～�※応相談
待　遇▶�ヘルメット貸与、安全靴貸与、�

送迎バス有、車通勤可�
（送迎バスエリア外・時間外の�
場合交通費支給有）

仕分けスタッフ募集!!
※�今回の募集は、高校生の方は対象外です。�
ご了承ください。学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!
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送迎バス乗り場MAP

�千歳ベースで日中開催の面接会には、千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の送迎バスをご利用可能です。（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

勤務時間 送迎 時給

❶ 19:30〜23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円 22時以降/1,188円

❷ 19:30〜翌4:00（実働7.5h、休憩1h）� 千歳・恵庭 970円 22時以降/1,213円

❸ 21:00〜翌1:00（実働4h） - 1,000円 22時以降/1,250円

❹ 21:00〜翌4:00（実働6h、休憩1h） - 970円 22時以降/1,213円

❺ 23:00〜翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,213円

❶16:00〜
❷18:00〜

恵庭
市民会館

❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜

❶10:00〜
❷14:00〜
❸19:00〜千歳

ベース

千歳
ベース1514土 日

8/ 8/

清掃スタッフ募集!!

北日本ビル管理㈱
札幌市中央区南1条東1丁目�パークイースト札幌4F

☎0120-86-8956
【月～金/9:00～18:00】�営業4部

まずはお気軽にお電話ください。
面接は現地または本社（下記住所）で行います。

時　間▶�［正］①7:30～16:30�②13:00～22:00�
　　※実働8h�※①②シフト制�
［パ］7:30～11:30

給　与▶�［正］月給160,000〜170,000円�
［パ］時給1,011円 
　　（時給861円+手当150円/時）

休　日▶4週8休（シフト制）
待　遇▶�［正］社会保険、賞与年2回（昨年実績）�

［パ］雇用保険、�
　　精勤手当（週5日勤務の場合/月1,000円）�
［共通］交通費規定支給、制服貸与、有給休暇

勤務先▶千歳市美々�新千歳空港施設内

駅直結で
通勤らくらくです♪

千歳 正 パ 清掃スタッフ

 

千歳 派 ①印刷機械のマシンOP②電子部品の製造・付帯作業③電子部品の製造

≪配送ドライバー同時募集≫
時給1,200～1,500円

千歳市根志越572-94平和物産㈱

急募!!急募!!11月末までの 短期加工スタッフ
期　間▶�即日～11月末�※変動の場合有�

※次年度再雇用の可能性有
仕　事▶�鮭を機械で洗浄し段ボールに詰める�

作業や、イクラを選別し箱詰めする作業
資　格▶�未経験者歓迎、車通勤可能な方歓迎�

★子育て中の方も歓迎！
給　与▶時給960〜1,000円
時　間▶��9:00～17:00の間で応相談
勤　務▶�週2～4日程度�★ご希望を伺います。
待　遇▶�雇用・労災保険、送迎応相談�

交通費会社規定にて支給（上限有）

担当/助光（すけみつ）☎24-5403
090-3462-5605応

募

千歳 ア 食品加工

仕　事▶�ジェラートの製造業務
時　間▶��7:30～16:00�※シフト制
給　与▶�時給900円 

※試用期間3ヶ月/時給861円〜
勤　務▶�週2～4日�※季節により変動有��

※月曜、第二火曜定休日
待　遇▶�制服貸与、車通勤可、試用期間3ヶ月、�

ジェラート・スイーツ50％OFF特典有

恵庭市黄金南2丁目19-8

担当/太田

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-21-9915
ジェラテリア ジジジェラテリア ジジジェラート専門店

ジェラート製造スタッフア/パ

盛況に盛況に
つき!つき! スタッフ増員スタッフ増員

2名募集!!2名募集!!

恵庭 ア パ 製造

50〜60代の50〜60代の
女性活躍中!女性活躍中!

長期で
働ける方 
歓迎!

◆パート
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950円 ※22時以降/時給1,187円
時　間▶�17:00～23:00
勤　務▶週3日程度�※シフト制
休　日▶日曜、祝日　　　　待　遇▶交通費規定支給
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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。

◆正社員
仕　事▶�①仕込み、調理全般�②調理、洗い場等
資　格▶和食調理経験者
給　与▶①月30〜35万円 ②月20万円〜
時　間▶�11:00～23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6～8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、各種手当有、制服貸与

調
理
師

◆正社員
給　与▶�経験者/月25万円〜 未経験者/月20万円〜 ※委細面談
時　間▶�13:00～23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6～8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、各種手当有、制服貸与
◆パート
給　与▶�時給1,050円〜 ※22時以降/時給1,312円〜
時　間▶�17:00～23:00の間で実働3～6h
勤　務▶週1～6日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与

《ホールスタッフ共通項目》
仕　事▶�接客、配膳、会計、片付け等　　資　格▶経験者優遇
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千歳 正 調理正 パ ホールパ 洗い場･調理補助

仕　事▶�商品を包装用機械に投入したり、�
包装された商品を箱詰めしたりする作業です。

時　間▶①9:00～18:00�②13:30～18:00�③18:00～22:00
勤　務▶�①②即日～翌3月末�③9月～12月末（2ヶ月更新制）
給　与▶�①②時給980円＋交通費規定支給 

③時給1,000円＋交通費規定支給
休　日▶�日曜、平日1日�※週休2日�

※繁忙期は週6日勤務になる可能性有
待　遇▶各種保険完備、作業服貸与、駐車場無料、①②のみ市内送迎バス利用可

有限会社 イーワークス
人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地�恵庭商工会議所ビル1F

お気軽に
お電話ください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

LINEで質問・応募が
できるようになりました!

仕　事▶�資材の仕分け･検品、各課への納品･発注、�
在庫管理などの倉庫内業務。

時　間▶8:00～17:00
勤　務▶即日～12月31日
給　与▶時給1,000円＋交通費規定支給
休　日▶月7～8日�※シフト制
待　遇▶各種保険完備、作業服貸与、駐車場無料

倉庫内作業スタッフ千歳市食品製造作業員恵庭市

★ 最大30㎏の資材がありますが、 
1人作業はなく十分に配慮し無理はさせません。

★自分に合った就業時間帯が選べます！

シニア層もシニア層も
活躍中♪活躍中♪

オススメ求人紹介!オススメ求人紹介!
千歳・恵庭 派 製造、仕分け･検品

問い合わせだけでもOK！
［担当］山崎
（千歳第一病院）☎0123-23-4111

医療法人
同仁会 向陽台病院〈療養型〉

千歳市若草1丁目10-11 http://www.dojinkai-group.com/

仕　事▶�ベッドメイク・清掃・物品搬送・衣料整理・�
片付け・入浴準備など、利用者様の�
間接的支援業務

資　格▶�学歴・経験・資格・年齢不問
給　与▶�時給900円
時　間▶�7:30～19:30の間で実働2h以上��

※応相談
休　日▶�シフト制
待　遇▶�交通費全額支給、車通勤可、社保完備、�

有給休暇、駐車場有（有料）、産休・育休制度、
賞与有、夏休み有

経験・資格経験・資格

不問!!不問!!

ケアアシスタントケアアシスタント募集募集

（介護補助業務）（介護補助業務）

千歳 パ ケアアシスタント（介護補助業務）
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