
2021 年 8 月 27 日（金） ちゃんと15

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7〜10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00〜17:00
給　与▶�時給920円～ 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/�三浦・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

新車・中古車新車・中古車のの洗浄ライン洗浄ラインでのでの

シートシートややボディボディ洗浄、洗浄、加修作業加修作業
などを行うお仕事です!

未経験者
歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

昇給有! お休み充実! 接客なし!

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

080-2733-5561

週週22日日〜〜
OK!!OK!!

勤務日・時間
応相談!

担当/山田
受付/8〜18時

◆生産加工スタッフ◆生産加工スタッフ
仕　事▶�簡単な葉っぱ採りと袋詰め作業、�

箱詰めで重たい作業はありません。
期　間▶即日〜10月末まで
時　間▶�8:00〜17:00の間で4〜8h(応相談）�

※午前のみ・午後のみの短時間勤務　�
　大歓迎です!

勤　務▶�週2日〜OK！
給　与▶�時給880円～
休　日▶�日曜
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、�

雇用保険は週20h以上の勤務で加入
資　格▶�車通勤可能な方、未経験者歓迎
勤務先▶�千歳市中央2529-11
★週1日しか働けない方も曜日によっては、ご相談受けます。

体力に自信のある方におすすめのお仕事です♪

と
も
に 活躍中活躍中男 女

千歳 パ 生産加工

時　間▶�①8:00〜12:00�
②12:00〜16:00��
※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円  

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円～

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�
有給休暇、共済会

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

スタッフスタッフ
募集!!募集!!

デリカ担当 
★1日4時間からOKパート

1名
募集

千歳 パ デリカ

仕　事▶入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶�日勤/7:00〜19:00（実働8h、休憩1h）�

夜勤/�17:30〜翌9:30（実働14h、休憩2h）��
※月4〜5回

休　日▶�週休2日制�※年間休日120日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

有給休暇有
勤務先▶�特別養護老人ホーム　暢寿園�

（千歳市富丘2丁目7-5）

共
通
項
目

応募
社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾�
（受付/9:30〜17:30）

介護職員募集正職員･準職員

パートの介護職員も同時募集‼︎

●お仕事の内容･待遇など、その他小さなことでも
　お気軽にお問い合わせください！

準
職
員

資　格▶介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級）必須
給　与▶�月149,250～254,250円 

+夜勤手当（10,000円/回)�
※賞与年2回（2.55ヶ月分） 
※介護福祉士手当5,000円

夜勤の可否
対応可能!

資　格▶�介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶�月165,000～300,500円 

（年齢・経験に応じて支給） 
+夜勤手当 
※資格手当含む　 
※賞与年2回（3.4ヶ月分）

正
職
員

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

☎0123-49-6805☎0123-49-6805

処遇改善手当、特定処遇改善手当 
合計81,000～100,000円（偶数月支給）

千歳 正 準 介護職員

千歳市駒里2246-30

まずはお気軽に
お電話ください。 受付/8〜18時　担当/天神　（宮崎県本社直通）

☎0986-47-1825
共通
項目

時　間▶8:00〜17:00（実働7.5h）
休　日▶日祝、土曜日は隔週
勤務先▶千歳市駒里2246-30
待　遇▶�各社保険完備、賞与年3回、�

交通費規定支給、車通勤可

天神製作所 北海道工場

正
社
員

3職種
募集!!

未経験者は簡単な作業からスタート
徐々にステップアップしていきます!!徐々にステップアップしていきます!!

給　与▶�日給7,000～10,000円 
試用期間/日給7,000円

資　格▶未経験歓迎、経験者優遇、要免許

機械溶接・組立［機械の組立、溶接］

給　与▶�日給7,500～12,000円 
試用期間/日給7,500円

資　格▶経験者優遇、要免許

電気配線機械メンテ［機械の組立、電気配線］

給　与▶�日給8,000～15,000円 
試用期間/日給8,000円

資　格▶経験者優遇、要免許

機械設計［機械設計の施工管理］

株式
会社

新千歳空港から車で10分程度

一緒に作ろう、地球に優しい発酵攪拌機（かくはんき）！
千歳 正 機械製造、組立

《共通項目》
仕　事▶�仮設材、建築資材の運搬
資　格▶�仮設材運搬経験者、要大型免許、�

小型移動式クレーン資格、玉掛け資格
時　間▶�8:00〜17:00（休憩1h、運行計画により変動有）�

※月平均10〜30hの時間外有
休　日▶�土、日、祝、GW、お盆、年末年始�

※月1〜2日程度の休日出勤有
待　遇▶�時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当

（200km以上）、夜間手当（22時以降）、各社保完
備、車通勤可、昇給有、退職金制度有

◆8tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給263,750円～ ※固定時間外35h含む 

※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円
◆11tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 月給280,050円～ ※固定時間外35h含む 

※試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

8t･11tユニック運転手資格資格をを
活かして働こう！活かして働こう！

受付/9〜16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi Transportation Co., Ltd.

即戦力
求む！

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未来を築く
お仕事です！

北広島 正 8t･11tユニック運転手

応募

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

☎0123-24-☎0123-24-37713771平日

� 入社後すぐに使える� 入社後すぐに使える特別有休制度特別有休制度有!!有!!

スタッフ募集スタッフ募集パート

◆【千歳市泉沢】日本血液製剤機構
給　与▶時給870円～
時　間▶7:00〜11:00（実働4h）�
休　日▶土･日曜、祝日

◆【恵庭市柏木町】恵望園
給　与▶時給870円
時　間▶8:00〜12:00（実働4h）
休　日▶土･日曜、祝日

◆【千歳市蘭越】ザ・ノースカントリーGC
期　間▶即日〜11月下旬
給　与▶�時給950～1,000円
時　間▶�①10:00〜19:00位まで（実働3.5〜8h）�

②8:30〜12:30�③6:30〜10:30
勤　務▶�週3日〜（応相談） ◆【千歳市東雲町】千歳市役所

仕　事▶洗車
給　与▶�時給870円
時　間▶�6:00〜10:30（実働4h）
休　日▶土･日曜、祝日

◆【千歳市清流】北星病院
給　与▶時給950円
時　間▶�①7:30〜11:30�②13:00〜17:00�

（実働3.5h）
休　日▶日曜

《共通項目》
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

雇用保険は週20h以上で加入

千歳・恵庭 パ 清掃、洗車

仕　事▶�新築物件の検査。必要箇所をデジタルカメラで�
撮影し、報告書をご自宅のパソコンからメール�
で送るお仕事です。慣れれば簡単なお仕事です。�
分譲多棟現場の検査がメインです。

資　格▶�建築士（1級・2級）必須、PC操作が可能な方、�
木造建築の経験がある方優遇

給　与▶ 完全出来高制/ 
検査の種類により3,300～5,700円（税別)/件 
(躯体検査は1件約1時間、配筋及び型枠検査は 
1件40分)

時　間▶��9:00〜18:00の間で応相談
勤　務▶�1日数件の検査で、1週間のうち数日の勤務　�

※出社の必要なし
勤務先▶�千歳市内および近郊�

（ご自宅を中心とした近隣、または近郊です。）
弊社HPのお問い合わせより、必要事項を
明記の上お申し込みください。 【HP】 https://nature-card.co.jp/
株式会社ナチュレカード 愛知県名古屋市東区矢田1丁目9-22

業務拡大につき

木造建築の経験ある方優遇

★�検査員さんの平均年齢は54歳！�
定年を迎えられた方もバリバリ頑張っています。

検査
スタッフ募集

☎︎050-3539-4187（求人専用）

年齢年齢
不問不問

副業副業
O KO K 未経験可未経験可

出社�出社�
必要必要
なしなし

千歳・その他 委 住宅の検査業務

恵庭市恵み野里美1丁目1-21
ポラリス恵み野駅前205号（恵み野駅より徒歩1分）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。 ☎0123-29-6755
有限会社プラス 恵庭営業所

（恵庭営業所）

◆アルバイト【短期/長期】【日勤/夜勤】選べます！
期　間▶�希望の期間をお知らせください。�

長期/3ヶ月〜�　※短期もOK
給　与▶ 未経験者/日給9,500円～ 

有資格者/日給10,000円～ 
※車両保持者は+200円　※短時間保証有　
　（4h未満/日給の60%、4h以上/全額支給）

勤　務▶�週2日〜希望日数�
※1週間前に休みを申請していただきます。�
　希望休や土・日曜休み等も可能。�

◆契約社員
給　与▶�基本給/月170,000円～+諸手当 

※月20日勤務未満でも給与保証 
　【月収例/月20日+3日勤務の場合 
　17万円＋3日分日給25,500円 
　＋深夜手当36,639円＋残業手当10h
　　（13,281円）＋交通費16,100円 
　＝月261,520円以上可能

勤　務▶月20日（シフト制）
休　日▶原則日曜�

資　格▶�18歳以上（警備業法により年齢制限が設けられている為）、未経験者歓迎、定年者歓迎、扶養内・WワークもOK
時　間▶�①8:00〜17:00　②20:30〜翌5:30　※日勤のみ・夜勤のみOK、希望考慮
待　遇▶�各社保完備、日払い可(規定有）、寮完備（家具・家電付き1人部屋）、社員登用制度有、制服・備品支給（防寒・

暑さ対策）、法定研修20h/17,220円、交通費規定支給(研修中500円/1日）、残業・深夜・車両・資格手当
勤務先▶�恵庭・千歳・北広島市内、他現場直行直帰　★本社、江別事業所も募集中�（札幌市内全域、江別・石狩市）�

★警備会社に入社する際必要な法定書類の費用も全額負担します！

共
通
項
目

50〜60代50〜60代
活躍中！活躍中！

●本社/札幌市北区北11条西2丁目（地下鉄北12条駅より徒歩2分）�☎011-747-8116�●江別事業所/江別市大麻新町22-2新町ハイツ407�

交通誘導員交通誘導員
日給日給9,5009,500円〜円〜未経験でも5名5名募集!!募集!! 日給日給10,00010,000円〜円〜有資格者

なら

破格破格のの
給与設定給与設定でで

札幌・江別札幌・江別でもでも
募集中!!募集中!!

千歳・恵庭・他 契 ア 交通誘導員

☎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。
千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理

ゆきあかり 山河

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

仕　事▶�接客、配膳、会計、片付け等
資　格▶経験者優遇
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

◆ ホールスタッフ

◆ 調理師 正社員

正社員

一
緒
に
頑
張
っ
て
く
れ
る

新
規
ス
タ
ッ
フ
を

募
集
し
ま
す
。

急急募!!募!!

千歳 正 調理、ホール

時　間▶8:30〜17:30
待　遇▶�各種社会保険完備、�

交通費規定支給、有給休暇、�
マイカー通勤可（一定条件有）

勤務先▶�恵庭市京町56-1�MY恵庭ビル5階

仕　事▶�データ入力・書類印刷をメインとしたふるさと納税
に係る業務全般

資　格▶�電話・メール対応、パソコン操作ができる方
給　与▶時給1,000円
勤　務▶��週5日　　　　　　　
休　日▶�土日祝

中央コンピューターサービス㈱ 恵庭ビジネスデザインセンター

事前連絡の上、【履歴書】および【個人情報収集同意書】を郵送してください。［担当/高橋］
＜郵送先＞〒060-0807　札幌市北区北7条西1丁目1-2 SE札幌ビル10階
●【個人情報収集同意書】は下記URLからダウンロードお願いします。
　https://www.ccs1981.jp/careers/img/ccs_recruit_personal_info.pdf

応
募

☎011-700-5588（札幌支社） saiyo@ccs1981.jp
恵庭市京町56-1�MY恵庭ビル5階
https://www.ccs1981.jp/

事務事務スタッフ募集!スタッフ募集!「ふるさと納税」に関する事務作業が中心です♪「ふるさと納税」に関する事務作業が中心です♪
業務拡大につき追加募集！

時給1,000円 土日祝お休み！ 正社員登用実績有

恵庭 契 一般事務業務

≪配送ドライバー同時募集≫時給1,200～1,500円
★時間応相談　★WワークOK

千歳市根志越572-94平和物産㈱

急急
募募

★簡単作業で誰でも
　すぐに取り組めます!
★時間は応相談!
★女性・シニア活躍中!

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　�

（例）�9:00〜13:00、12:00〜17:00、　　　
9:00〜17:00

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

午後の時間午後の時間
特に急募!特に急募!
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