
2021 年 8 月 13 日（金）ちゃんと 12

資　格▶�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶�週5日勤務/時給1,260円〜 
週4日勤務/時給1,200円〜 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年2回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４〜5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、労災保険、通勤・車両借上手当

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪

ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

〒066-0051�
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り

株式会社 北 泉
担当/中野

【受付/平日9〜18時】☎28-2695応募

スタッフ募集中!スタッフ募集中!アルバイト･パートアルバイト･パート

原料（人参・いも）の入替え作業と洗浄
アルバイト

給　与▶�時給1,000円
資　格▶�車通勤可能な方
時　間▶8:45〜17:00
休　日▶�日曜日�※その他応相談
待　遇▶�交通費規定支給
期　間▶2022年3月31日まで

未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

野菜の選別・加工等の軽作業。
手作業メインで難しい作業はありません。

パート

給　与▶ 時給900円
資　格▶�未経験者歓迎�
時　間▶�8:45〜17:00　�

※開始・終了時間はご相談ください!!
勤　務▶�週3〜6日で日数応相談��

★日曜日はお休みです。
待　遇▶�車通勤の方は交通費規定支給、JR千歳駅からの

送迎有(17時までの勤務の方)
期　間▶2022年3月31日まで

扶養内扶養内
OK!!OK!!

千歳 ア 洗浄作業パ 野菜の選別・加工

勤務先▶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▶�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!

千歳 パ 清掃

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許�
★二種免許取得養成制度有

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

＼仕事探すなら／
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恵庭店
Web応募
はコチラ

☎33-1122
恵庭市本町210

応募品出し
スタッフ募集! ◆日用品

◆一般食品
給　与▶�［一般］時給876円
時　間▶�8:00〜12:30　　�　勤　務▶週5日

恵庭 ア パ 品出し

応募

給　与▶�［一般］時給874円  
［学生］時給871円

時　間▶8:30〜12:30

◆酒
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

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

[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

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）
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★カンタン軽作業!   
★しっかり稼げる!

★人気の日勤!  ★男性活躍中!   
★土日祝休み!

仕　事▶�製造装置の操作や検査などの軽作業
時　間▶���①8:30〜17:00��

②20:30〜翌5:00�※状況による
勤　務▶�5勤2休もしくは4勤2休��

※シフト制
勤務先▶恵庭市戸磯

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。

登録だけ
でもOK!

千歳・恵庭 派 製造、検査

給　与▶��時給1,100円〜
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

共通項目

仕　事▶変圧器製造業務
時　間▶��8:30〜17:00（実働7.75h）
休　日▶��土日祝
勤務先▶��千歳市北信濃

★週3日~OK! 徐々に日数を
　増やすことも可能。
★昼勤だけ/夜勤だけの固定勤務。
★ JR恵庭駅から無料送迎バスあり!  

詳しくはお問い合わせください。

製造員募集パート

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。

恵庭 パ 製造

仕　事▶�パン・和洋菓子・弁当等の製造（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▶�①�昼勤/�ⓐ8:00〜16:30（休憩1h）�
ⓑ9:00〜17:30（休憩1h）

　　　　②�夜勤/19:00〜翌3:30（休憩1h）
勤　務▶�週3〜5日�※面接時に相談可
給　与▶�①時給950円　②時給1,020円 

※22〜翌5時は時給1,275円
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▶�社会保険完備、交通費規定支給、車通勤可、�

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、昇給・賞与有、近郊エリア無料送迎バス有 アルバイト希望の方も、お問い合わせください。

地域社員も同時募集中!!
詳しくはこちら

※月収は勤務条件により変動します。
※生産状況に応じて残業の可能性有

【昼勤】 114,000～156,750114,000～156,750円円

【夜勤】【夜勤】  140,768～193,556140,768～193,556円円
7.5h×（16〜22日）＋深夜手当�※別途残業代有

7.5h×（16〜22日）�※別途残業代有

月16日～月22日勤務の場合月収例

長期長期
安定!安定!

扶養内 扶養内 
勤務OK!勤務OK!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

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）

★�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

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

みどり台北１・２丁目

みどり台南3丁目

長都駅前5丁目

豊里2丁目

自由ヶ丘1丁目

信濃2丁目

新富1丁目

白樺4丁目

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

黄金南4丁目

中島町4丁目

柏陽町１･2･３丁目

福住町1丁目

千
歳
市

恵
庭
市

皆勤賞皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！ ああり‼︎り‼︎

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

介護職員募集正職員
各種手当も充実！

北広島市就労支援金有!
※北広島市役所HPをご確認ください。

さらに

5～10万円支給就労就労
支援金支援金

時　間▶�[日勤]8:50〜17:15�[早番]7:15〜15:40�[遅番]10:35〜19:00�[夜勤]17:00〜翌9:10
勤　務▶�4週8休�※月平均休日10日
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、送迎有、保育所利用可（有資格者のみ）、昼食有（1食330円）

◆介護福祉士/正職員
給　与▶�月155,570円（資格手当込)+他手当　 

★月収例/202,070円〜  
※当社規定（世帯主・夜勤月5回の場合） 
★賞与年2回(4.0ヶ月)+処遇改善一時金

◆介護職員/正職員
給　与▶�月140,000円+他手当 

★月収例/186,500円〜 
※当社規定（世帯主・夜勤月5回の場合）  
★賞与年2回(2.8ヶ月)+処遇改善一時金

医療法人社団 翔仁会

●ホームページをご覧ください。�http://www.shojinkai.or.jp/

採用担当応募 ☎011-376-3911
悠々介護付き有料老人ホーム 北広島市輪厚

558番地143

北広島 正 介護職員

共通
項目

★土日休み　★力仕事なし 
★カンタンなお仕事！

徹底した新型コロナウイルス感染症
対策で安心して働ける環境です♪

千歳市末広2丁目1-12-2F㈱G&Best 担当/遠藤☎0123-21-8388

まずはお気軽にお電話ください。
面接の際は写真付き履歴書をお持ちください。

在職中の方も、面接日はお気軽にご相談ください。 

長期休暇がある月も長期休暇がある月も
基本給の変動なし!!基本給の変動なし!!
安定した収入が得られます♪安定した収入が得られます♪

GW、お盆、
年末年始の
長期休暇あり

20～40代20～40代のの女性多数女性多数活躍中!!活躍中!!

仕　事▶�自動車部品（完成品）を目視や顕微鏡を使用して
検査します。他、製品の箱詰め等の出荷準備。

資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎
給　与▶ ［正］ 月160,000円〜  

※試用期間1〜3ヶ月/時給900円 
※能力・経験により昇給有 
★月収例/月160,000円＋残業代 
　（40h分）＋交通費＝210,000円

　　　　［パ］ 時給900円〜 
★月収例/時給900円×週5日×1日8h 
　＝月144,000円

時　間▶�［正･パ］�①8:00〜17:00��
②9:00〜18:00�
③13:00〜22:00�
※①〜③選択可能

　　　　［パ］�④8:00〜13:00（実働4h〜OK）�
⑤15:00〜22:00（実働4h〜OK）

勤　務▶�①②③月〜金曜、④⑤週3日
休　日▶�土･日曜、GW（9〜10日）、お盆（9〜10日）、�

年末年始（9〜10日）
待　遇▶�各種社会保険完備、交通費規定支給(月8千円ま

で)、車通勤可、無料駐車場完備、作業服貸、昇給年
1回、昼食のお弁当（380円程度）注文可能、育児・
介護休暇取得実績有、60歳定年制、①･②･③の
パートは能力に応じて正社員登用有

勤務先▶�不二電子工業㈱千歳工場内（千歳市泉沢1007-211）

◆自動車部品の検査・出荷準備

Wワーク
OK！

千歳 正 パ 自動車部品の検査・出荷準備 


	12_q04

