
2021年8月27日（金） ちゃんと11

★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・恵庭在住千歳・恵庭在住のの 扶養内扶養内

OKOK
職場 職場 

見学OK見学OK

まずはお電話ください。

☎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

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

千歳・恵庭

☎0123-34-2796応募

千歳市住吉�
5丁目1-24
恵庭市島松東町�
2丁目1-1

ちとせスマイル保育園認定保育所

しままつスマイル保育園小規模保育園

恵庭市末広町
32番地えにわスマイル保育園NPO法人

正社員 準職員 パート 千歳千歳
恵庭恵庭

資　格▶�保育士資格
給　与▶�［正職員］月207,000～260,000円�

［準職員］月172,000～217,000円�
［パート］時給1,100円�
※いずれも各種手当含む

時　間▶�［正職員］7:00～19:00の間でシフト制�
［準職員］7:00～19:00の間で6h（シフト制）�
［パート］8:00～16:00の間で5h（シフト制）

保育士保育士
新卒新卒の方も、の方も、

ブランクブランクのある方ものある方も
大歓迎!!大歓迎!!

募募
集集

正 準 パ 保育士

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

〒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

㈱魚国総本社 北海道支社
札幌市白石区南郷通20丁目南2番39号　☎011-863-4421

●電話での応募後、現地にて面接いたします。
受付/平日9～17時
担当/中村・神谷0120-442-105

★★福利厚生福利厚生充実!充実!
★日数希望相談OK!★日数希望相談OK!
★★早朝4〜5時は 早朝4〜5時は 
　給与25％割増　給与25％割増
★車通勤OK!★車通勤OK!

食堂スタッフ募集!食堂スタッフ募集!
［勤務先］陸上自衛隊 東千歳駐屯地内食堂 千歳市祝梅1016

仕　事▶�調理・配食・切菜・炊飯・洗い物等厨房�
業務全般

資　格▶調理師免許�※大量調理等経験者優遇
時　間▶�シフト制（実働8h）�

早番/4:00～13:30��遅番/9:00～18:30
給　与▶�時給1,330円～

調理師［8hパート］

仕　事▶調理補助・配食・切菜・炊飯・洗い物等厨房業務
時　間▶�シフト制（実働8h）�

早番/4:00～13:30��遅番/9:00～18:30
給　与▶�時給1,000円

厨房作業補助［8hパート］ ★未経験者歓迎

共通
項目

休　日▶�月平均8日�
待　遇▶�社会保険、交通費規定支給、有給休暇、

制服貸与、車通勤可

千歳 パ 調理師、厨房作業補助

［正職員･パート］保育士
資　格▶��［正］保育士�

［パ］保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶��［正］月給150,000円～�

[パ](保育士免許あり）時給1,000円�
　　（資格なし）時給950円

時　間▶�［正］①8:00～16:30�②10:30～19:00�
［パ］8:00～19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶�［正］週休2日制（年間休日120日以上）��
　　※シフト制�
　　※日曜、祝日、年末年始（12/30～�
　　　翌1/3)はお休みです。�
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業企業主導型保育事業

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士もしくは実務者･初任者研修修了者
給　与▶�月給150,000円～�※別途夜勤手当支給�

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶�①7:00～15:30�②9:00～17:30�

③11:00～19:30�④17:00～翌9:30
休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷
　　（保育園）小向☎27-3232☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。

お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

職 員
募 集

医療法人 資生会
年間休日120日以上

事業所内保育施設あり

待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間によ
る）、交通費規定支給、制服貸与、�
車通勤可、さぽーとさっぽろ加入、
昇給年1回、賞与年2回

全体
共通項目

受付/平日（月〜金）9:00〜17:00

★�保育士･介護福祉士の経験10年以上の場合�
年収320万円‼�
（注1…準世帯主想定　注2…処遇改善含む、夜勤手当･交通費は含まず）
★ダブルワーク･兼業OK‼�（※許可制）

［正職員］介護職員
資　格▶�介護福祉士
給　与▶�月給150,000円～�

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶8:45～17:15
休　日▶�週休2日制（年間休日120日以上）�※シフト制�

※日曜、年末年始（12/30～翌1/3)はお休みです。

デイサービス陽だまりデイサービス陽だまり
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

認知症対応型デイサービス認知症対応型デイサービス

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

［パート］送迎運転手
資　格▶�要普通免許（AT限定可）、�

ハイエースを運転できる方
給　与▶�時給950円
時　間▶�①8:30～10:00��

②15:30～17:00�
★�①と②の間は自由時間です。�
ご帰宅頂いてもOK!!

勤　務▶�週3日（火・木・金曜日。祝日は勤務有）�
※年末年始（12/30～翌1/3）はお休みです。

千歳 正 パ 保育正 介護パ 送迎運転手

千歳市若草1丁目24-2

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-25-5243
株式会社北海道クリエイト

受付/9～17時
担当/半澤

仕　事▶�LEDの設置、ハンダ付け、商品の発送、�
ライトの分解、部品のクリーニング等の作業

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給865円～
時　間▶�9:00～17:00の間で5h程度
勤　務▶�週3～5日
休　日▶�土日祝

お子様の学校行事等、急なお休みにも柔軟に対応☆
主婦の方主婦の方活躍中！活躍中！
千歳 パ 自動車部品製造スタッフ

期　間▶長期
資　格▶不問
時　間▶�6:00～15:00、18:00～翌3:00�

※2交替勤務
給　与▶時給1,100円～＋交通費規定支給
休　日▶�4勤2休、他、年末年始�

（閑散期は土日お休み）
待　遇▶厚生年金、健康・雇用・労災保険

恵庭市 原料の調合
★残業多めでしっかり働ける！

期　間▶短期～長期�※相談OK
資　格▶不問
時　間▶�10:00～19:00、�

18:00～翌3:00、�
19:00～翌4:00�※選択可

給　与▶時給1,000円～＋交通費規定支給
休　日▶�土日他、GW・お盆・年末年始
待　遇▶厚生年金、健康・雇用・労災保険

恵庭市 パン生地の成型
★残業がなく、室温も涼しい職場です♪

千歳市 商品の仕分け･梱包･シール貼り
★千歳市内は送迎利用可能♪
期　間▶即日～11月30日
資　格▶不問
時　間▶8:00～17:00
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▶厚生年金、健康・雇用・労災保険

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!オススメ求人紹介!オススメ求人紹介!

千歳・恵庭 派 原料の調合、パン生地の成型、仕分け、梱包、シール貼り

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）

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。素材の穴あ

けや、切断等、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

恵庭 派 部品製造

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店
Web応募
はコチラ

応募

[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

★3店舗ともに他の部門も募集中です！

スタッフ募集
デリカ（惣菜）

給　与▶�［一般］時給897円
時　間▶�8:00～12:30
勤　務▶土、日 給　与▶�［一般］時給891円

時　間▶�8:30～13:00（応相談）

資　格▶土日出勤できる方
給　与▶�［一般］時給919円　［学生］時給871円
時　間▶16:00～21:00�
勤　務▶週3～4日

応募

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980
Web応募
はコチラ

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店
Web応募
はコチラ

応募

千歳・恵庭 ア パ デリカ

＼仕事探すなら／
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勇払郡安平町早来源武275

行こう！ いいホース

0120-0120-15-114315-1143
応 募

面接日は相談の上決定します。
まずはご連絡ください！

寝ワラの交換

年2回
ミニボーナス

支給

アーモンドアイ、ディープインパクト、
ジェンティルドンナなど、

多くの名馬を輩出している競走馬牧場です。
未来の名馬たちの暮らしを支えるお仕事に、 

興味ありませんか？

仕　事▶�ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いて�
　あるワラを取り替える作業�
ⓑエサが入っている器の洗浄�
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除�
※ⓐ～ⓒを3～4人で分担

時　間▶�6:00～9:00
給　与▶�日給3,000円�

※月収例/月26日勤務の場合、�
　月78,000円

勤　務▶�①週6日�②週5日�※①②選択可
休　日▶�［週6日勤務］�

日曜定休、夏季・冬季休暇�
［週5日勤務］�
週休2日制（日曜、他1日）

待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費規定
支給、夏季・冬季ミニボーナス有、
忘年会等のイベント有、定期健康
診断、食堂利用可

勤務先▶�ノーザンファーム早来�
（勇払郡安平町早来源武275）

牧牧場場作業作業
朝 の 3 時 間 だ け ！

スタッフ募集!!スタッフ募集!!

長期長期で勤務で勤務
できる方歓迎できる方歓迎♪♪

《職場見学もOK！》

Wワーク
OK！

《週5日 or 週6日 働き方選べます！》

掃き掃除

安平 パ 牧場作業
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