
2021 年 8 月 13 日（金） ちゃんと15

仕　事▶�廃棄物･資源物の回収等�
（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。

入社後、入社後、
費用当社負担！

千歳 ア 廃棄物・資源物回収等

異業種からの異業種からの
転職も歓迎!転職も歓迎!

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

仕　事▶野菜のカット等の加工業務
資　格▶�未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶6:00～15:00の間で応相談
休　日▶�日・祝、GW、お盆、年末年始　�

※祝日出勤の場合有
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給、車通勤可

☎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工

未経験者歓迎! 時間応相談♪

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あり!!
※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

支援金

《共通項目》
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/212,070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/196,500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　 介護老人保健施設
●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

エスポワール北広島北広島市輪厚
704番地16

北広島 正 介護職員

仕　事▶�仕込み、既製品ではない食材の調理、�
後片付け、食器洗浄、メニュー作成、�
特別食の準備

資　格▶�調理師資格、経験者優遇
給　与▶月給236,807～382,888円
時　間▶��7:00～15:50、10:30～19:20　�

※シフト制
休　日▶�シフトによる4週8休
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、制服貸与
勤務先▶�恵庭みどりのクリニック�

（恵庭市緑町1丁目5-3）�
★札幌勤務の可能性有

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。�
面接はクリニックにて料理長が行います。

☎0123-25-6361

恵庭市緑町1丁目5-3有限会社 ティー・アンド・エム・ツー

調理師
募集

(サービス付き高齢者住宅�翡翠)

あなたの資格を あなたの資格を 
活かしませんか？活かしませんか？

経験者経験者
優遇♪優遇♪

急募急募

恵庭 契 調理師

☎0123-24-3155
千歳市東雲町5丁目18ドーリツ防災設備 株式会社 

担当/鈴木、庄司 【受付/8:30〜17:30】

仕　事▶�消防用設備等の設置業務・修繕・保守点検
資　格▶�未経験者歓迎、要普通自動車免許、�

若年層のキャリア形成を図る観点から�
40歳以下に限る

給　与▶ 月給150,000円～
時　間▶�8:30～17:30　※実働8h
休　日▶�日・祝、隔週で週休2日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

制服貸与

仕　事▶�パソコン（Excel)にて書類等作成、�
電話対応、事務全般

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶13:00～17:00　※実働4h
休　日▶�土日（第2、4土曜日は出勤の可能性有）、�

年末年始、お盆、会社設立日
待　遇▶�雇用保険、交通費規定支給、車通勤可、�

昇給有、試用期間3ヶ月

保守点検
正社員

パート

保守点検
事務員募集

正社員

パート 事務員

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

千歳 正 保守点検パ 事務

恵庭市戸磯385-33

家族手当、特殊作業手当、 家族手当、特殊作業手当、 
昼食代補助、深夜勤務手当、 昼食代補助、深夜勤務手当、 
寒冷地手当（11～4月/1万～1万9千円）寒冷地手当（11～4月/1万～1万9千円）

資　格▶�18～40歳(省令2及び省令3イ)、�
高卒以上、未経験者歓迎

時　間▶�《シフト勤務》�①8:30～17:30�
②20:30～翌5:30

　　　　《日勤》8:30～17:30
給　与▶�月170,000～211,000円+諸手当
休　日▶�土日、GW、お盆、年末年始�

※会社カレンダーによる�
※年間休日118日

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�
車通勤可、制服貸与、昇給有、�
賞与有（前年度実績2.8ヶ月分）

メテック（株）北海工場
採用係☎32-4911 【受付/9～17時】

� 電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
★8/7～8/15はお休みです。

http://www.metek.co.jp

遠心機械に部品を投入し、
自動操作で研磨。●研磨作業
トレイに製品をセットし、
真空焼鈍炉へ製品を投入。●熱処理
金属部品を容器の中に入れ、
自動又は手動装置でめっきする。●めっき加工

まずは工場見学してみませんか？

電子部品・精密部品などの
金属表面処理や、

めっき加工処理を行います。

正社員募集

❶ シフト勤務でしっかり稼ぐ

★★手厚い福利厚生手厚い福利厚生
★★手当充実手当充実

❷ 日勤のみで、プライベートも充実

月収247,000円以上可能

月収211,000円～
働き方や、希望収入を 
お知らせください。

異業種異業種からのからの転職者転職者も歓迎します！も歓迎します！

未経験未経験から手に職つけよう‼から手に職つけよう‼

恵庭 正 製造

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

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶�①16:00～21:00�

②17:00～22:00
給　与▶�時給881～931円 

（学生/時給874円～）
勤　務▶�日数・休日応相談
待　遇▶�有給休暇、制服貸与、雇用保険、�

交通費規定支給

日数・休日応相談！
恵庭 ア パ レジ
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求人広告の
お申し込みは
■発行 株式会社メディアコム 千歳市北斗4丁目13番20号
■Q人ナビウェブサイト https://chanto.biz/qnavi/

千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派

千歳ハムの
日替わり
サービス

の日の日

の日

の日

の日
ベーコン

千歳ハム工場直売店・イオン千歳店

ポイント

5倍

冷凍食品

ハム

店長
の日?!

ウインナー

〒066-0062
千歳市千代田町6-8
平和駅前ビル

仕　事▶�来客・電話対応、�
専用ソフトによる財務事務等��

資　格▶�高卒以上、要普通自動車免許、�
基本的なPC操作可能な方（入力程度）

給　与▶�正/月166,000円～　パ/時給900円～
時　間▶�正/9:30～18:30　�

パ/10:00～16:00　※応相談
休　日▶�シフト制　※月7日以上　※年間105日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

昇給制度有、賞与年1回、�
各種手当有（資格・役職）、業務には社用車使用

勤務先▶�千歳市千代田町6丁目8�平和駅前ビル�
売買も! 賃貸も!

株式会社 平和恒産

仕　事▶�プロパティマネジメント�
（物件の運営・管理業務）

資　格▶�高卒以上、要普通自動車免許、�
基本的なPC操作可能な方（入力程度）、�
業界経験者歓迎、有資格者優遇

給　与▶�月192,000円～

★キッズルーム有
お子様
連れで

出勤可能!!

●電話連絡の上、写真付き履歴書を郵送ください。
担当/小川☎0123-40-3000☎0123-40-3000

http://www.peace-room.co.jp

管理業務

経理事務

正社員

正社員 パート《お客様へのサービス向上》と、
《働く環境をさらにより良いものにする》
ための募集です。

お
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ら
の
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★将来の幹部候補を育成します。
★安心の「社員育成システム」を導入

共
通
項
目

千歳 正 管理業務正 パ 経理事務
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