
2021 年 8 月 27 日（金）ちゃんと 14

トヨタレンタ専属人材採用会社
(有)アトムプロジェクト

〒062-0041 札幌市豊平区福住1条1丁目10-1

採用係☎011-836-9095

まずはお電話ください。webからの応募も可能です。
※勤務先にて面談致します。履歴書は不要です。

仕　事▶ 戻ってきたレンタカーの走行距離記入等の
受付作業（金銭の精算業務はなし）

資　格▶ 要普免（AT限定可）
時　間▶ ①9:00〜17:00　②13:00〜17:00 

③16:00〜19:00 ※勤務時間は応相談
給　与▶ 時給900円 ※土日勤務可能者は別途優遇
休　日▶土日 ※他希望日応相談
待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給
勤務先▶ 千歳市美々758-137 トヨタレンタカー内洗車棟

アトムプロジェクト　バイト 検 索
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千歳 ア レンタカーの返車受付

仕　事▶ 工場（野菜加工）の商品等の管理全般を担当。
材料の受注・発注、機械、備品管理、パートの 
シフト調整等。

資　格▶学歴不問、未経験者歓迎
給　与▶月給180,000円～
時　間▶ 7:30〜17:30（実働8h）
休　日▶4週8休（シフト制）
待　遇▶ 各社保険完備、昇給年1回、賞与年2回、 

退職金制度（勤続3年以上）、交通費規定支給、 
燃料手当、車通勤可（駐車場無料完備）、 
試用期間3ヶ月（同条件）

恵庭市北柏木町3丁目160-1（アレフ北海道工場内）恵庭市北柏木町3丁目160-1（アレフ北海道工場内）
㈱エフケー

受付/9〜16時　担当/中村

株式会社フレッシュフーズ/札幌市北区篠路5条7丁目2-32 
（JR篠路駅徒歩5分、篠路小学校前バス停から徒歩1分）

☎39-5310☎39-5310
まずはお電話でご応募ください。

面接は、札幌本社にて行います。
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正社員募集!

製造管理者にチャレンジしてみませんか？
20代若手

活躍中!
福利厚生が 

充実!
未経験者

歓迎!
新卒・第2
新卒歓迎!

恵庭 正 製造・管理

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

仕　事▶ レジ、品出し、商品陳列、清掃等の店内
業務全般およびホットシェフ業務

資　格▶ 年齢不問、土日祝いずれか勤務できる方
給　与▶ 時給900円
時　間▶ 下記①〜④のシフト制（応相談） 

  ①5:00〜9:00   ②7:00〜13:00 
③9:00〜13:00 ④17:00〜20:00

勤　務▶ 週2〜5日（応相談）
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可

◆店内業務およびホットシェフ

恵庭市中央89セイコーマート 恵庭中央店

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-39-2030担当/高木

恵庭市中央89
恵庭中央店

ススタッタッフフ
募集！募集！

恵庭 ア パ 店内業務

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

仕　事▶�客室清掃、備品補充 
時　間▶�①9:00〜15:00　②19:00〜翌1:00 
給　与▶�時給940円～　※昇給有  

※22時以降/時給1,175円～
勤　務▶�応相談 

0123-40-20770123-40-2077
090-2511-4127

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 

担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

土日のみの方歓迎!土日のみの方歓迎!
★WワークOK! 
★女性活躍中!

勤務日数勤務日数
応相談!応相談!

千歳 パ ベッドメイク

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》

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587

給　与▶ 時給1,000円～ 
※交通費別途支給

時　間▶ 8:30〜17:30 
※変動の可能性有

期　間▶ 9月中旬〜10月末 
※変動の可能性有

休　日▶シフト制　※相談可能

★短期 大量募集！

【千歳市】 
薬草の選別

時給1,000円〜短期

給　与▶ 時給1,000～1,200円
時　間▶ 12:00〜21:00 

※1〜2h程度の残業有
期　間▶ 長期　※更新制
休　日▶日曜、他シフト制

★出勤日数の相談可能！

【恵庭市】 
パスタの製造・検品・包装

時給1,000円〜即日～長期

アスクゲートノースアスクゲートノース

オススメ!オススメ!
求人求人紹介紹介!!

千歳・恵庭 派 選別、製造・検品・包装

24時間受付OK！ お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

WEB面接WEB面接も可能です。も可能です。
まずはお気軽にお問合せ下さい。まずはお気軽にお問合せ下さい。

☎0123-22-1090
まずはお電話ください。後日面接を行います。

【平日/9〜18時】　担当/スズキ

仕　事▶ マンション管理人
資　格▶ 経験不問
給　与▶ 時給861円
時　間▶ 8:00〜15:30（月〜金曜） 

8:00〜12:00（土曜）
勤　務▶ 月〜土曜
休　日▶ 日曜・祝日、年末年始
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶ 千歳市長都駅前

北海道東急ビルマネジメント(株)

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F
千歳・苫小牧営業所

マンション管理人
募集します。
千歳市長都駅前に勤務

千歳 パ マンション管理人

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）

清掃スタッフ清掃スタッフ
920920円円

募募
集集

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
まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

北海道支社

担当/畠山

株式
会社
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60歳以上60歳以上の方も歓迎♪の方も歓迎♪

恵庭 パ 清掃

★★週3日~OK! 週3日~OK! 徐々に日数を増やすことも可能。徐々に日数を増やすことも可能。
★★昼勤だけ/夜勤だけの昼勤だけ/夜勤だけの固定勤務固定勤務。。
★★  JR恵庭駅からJR恵庭駅から無料送迎バス無料送迎バスあり! 詳しくはお問い合わせください。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。

仕　事▶ 洋菓子の製造（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!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

恵庭 パ 製造

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎24-4191☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 応募はこちらでも▶（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

仕　事▶  病棟業務
資　格▶  有資格者、 

60歳まで（定年雇用止めの為 ※更新有）
給　与▶  看/月給216,000円～  

准/月給175,000円～ 
資格手当 看/20,000円 准/10,000円 
賞与年2回（夏・冬） 
夜勤手当 看/18,000円 准/16,500円 
準夜勤手当 看/5,800円 准/4,800円

時　間▶  当院規定による（2交替制、準夜勤有）
休　日▶ 4週8休+祝日（シフト制）

時給11,,220000円円〜〜
●●実務経験実務経験がある方がある方
● 保険請求事務や ● 保険請求事務や 

医療事務等の 医療事務等の 
資格資格をお持ちの方をお持ちの方

正職員登用
実績あり

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトリニューアルしました▶

準職員 看護補助者
仕　事▶  病棟における看護補助業務 

看護師の補助や患者さんのお世話等を行いま
す。介護士や看護師等を目指す土台となる経
験を積むことができます。

資　格▶  無資格でも可
給　与▶  時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶  当院規定による
勤　務▶ 2交替シフト制、早出・遅出有

正職員 看護師･准看護師

《共通項目》
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

準職員 医療事務員
仕　事▶医療事務業務
資　格▶  経験者優遇
給　与▶  時給1,200円～
時　間▶ 月・火・木・金/8:45〜17：30 

水・土/8:45〜12:45
休　日▶日曜・祝日

医 療 事 務医 療 事 務 スタッフ募集スタッフ募集

こ
ち
ら
も
募
集
中

大 歓 迎

増員の増員の
ためため

千歳 正 看護師･准看護師 準 医療事務員、看護補助者

白い手袋のこと。　　　　
軍手などとは違い、　　　
作業のために使うのでは
なく、誘導する手を目立た
せるために使用する。　　

お仕事で使
う

お仕事で使
う

アレアレってなってな〜〜んだんだ
？？ 警

備
員
さ
ん
の 

白
手

アルバイト体験記 千歳市/漫画大好き人間

　19歳の頃、社会勉強のために、清掃員として働く母の紹介でスーパー
の品出しの仕事を始めました。品出しと言っても、商品のダンボールを開け
て商品棚に並べる作業の他に、お客様に欲しい商品の場所を聞かれることも
あり、当初の私は人見知りが激しく笑顔も苦手でしたので、いつも緊張して
仕事をしていました。そんな中、お客様の要望に応えた後の、ありがとうと
伝えてくれる嬉しそうな笑顔を見る度に、暖かい気持ちになりやりがいを感
じました。
それからは、ただ決められた仕事をこなすだけでなく、目の前に人がいな

くても ｢いらっしゃいませ｣ と店内に伝わるような声を出し、お客様から正
社員の方まで、積極的に関わることで自分を変えることを心掛けました。そ
うすることで、働いている中で様々なトラブルもありまし
たが、上手く対応出来るようになり、次第に仕事に自信が
ついて、人見知りもちょっぴり克服できました。
商品を売り場に出すのみの単純な作業の中でも、自身を

成長させられた貴重な経験が出来たと思います。
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