
2021年9月3日（金）ちゃんと 12

厨房スタッフ厨房スタッフ
長期で本店 北広島も 長期で本店 北広島も 
通勤可能な方歓迎!通勤可能な方歓迎!

募募
集集

仕　事▶�アミューズメント施設内の厨房にて、�
簡単な調理業務

給　与▶�時給880円
時　間▶�9:00～15:00�※応相談
勤　務▶週3～4日
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�恵庭市恵み野西1丁目4、北広島市中央3丁目6-1

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。

☎36-4114パパーーララーー恵み野恵み野
恵庭市恵み野西1丁目4番 受付/平日9〜17時

恵庭・北広島 パ 厨房

時間時間
応相談応相談

千歳市青葉5丁目6-10

★30～50代 みんな元気に頑張っています！

ホテル サブリナホテル サブリナ

客室清掃・備品補充
スタッフ募集!

お気軽に
お電話ください♪☎26-7730

◆客室清掃・備品補充等
給　与▶�時給870円〜�★昇給有
時　間▶�【早番】土日/8:00～17:00�

【遅番】平日/18:00～24:00�
　　　日祝/17:00～24:00

勤　務▶�【早番】土日�
【遅番】日曜を含む週3～4日

待　遇▶�車通勤可、エプロン貸与、�
労災保険有、昇給有、雇用保険有（条件有）

千歳 パ 清掃

扶養内勤務
可能！

早番･遅番
選べます！

仕　事▶��接客、査定、買取等の店舗営業業務
資　格▶�未経験者歓迎、土日祝勤務可能な方
給　与▶�時給1,100円　�

※試用期間3ヶ月/時給950円
時　間▶��10:00～19:00の間で5～8h　�

※応相談
勤　務▶�土日含む週3～5日　※応相談
待　遇▶�各社保完備、�

交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵み野里美2-15�フレスポ恵み野モール棟�

まずはお気軽にお電話ください。

0120-157-881
買取専門店 恵庭フレスポ恵み野店わかば

受付/10～19時
担当/柳田

恵庭 パ 店内業務
ブランド品の知識や業界の�
専門知識は一切不要ですスタッフ募集!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

こんなこんな
資格資格

あった
んだ！

あった
んだ！

知って知って
トクトクす

るする

介護食の正しい知識や調理法を身につけ高齢者に
美味しく安全安心な食事を提案できる資格。
咀嚼や健康に不安がある高齢者のために､硬さや栄
養バランスなどに気を遣った調理法で提供するこ
とができます。
また､彩りを添え美味
しそうな食事にする
ことで､食での生きる
楽しさを与えること
ができます。
介護職の方が取得し
ています。

介護食コーディネーター

体にも心にも体にも心にも優しい食事！優しい食事！

☎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

★長都店は青果・食肉部門、千歳店は水産・食肉部門も募集中

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

★面接の日時も相談可能。千歳営業所でいつでも登録できます!

☎0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

応
募

0909workお仕事イロイロあります！

北日本事業統括部
千歳営業所㈱ジャパンクリエイト

千歳市千代田町5-5-1�戸田ビル2F

労働者派遣許可番号�（派）27-300717�有料職業紹介事業許可番号�27-ユ-300414

重量物
取扱いなし

女性活躍中!

クリーンルーム
で快適お仕事♪

期　間▶�長期
資　格▶�車通勤可能な方、�

簡単なPC操作可能な方
給　与▶�時給1,100円�※昇給有
時　間▶��8:30～17:15
休　日▶土日祝、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

制服貸与、社員食堂有、退職金有(規定による)�

千歳市美々 半導体のマシンオペレーター NO.2105-A-01

長期 
求人紹介!

オススメ!

期　間▶長期
給　与▶�時給1,100円〜�※月/24万円以上可能
時　間▶�①8:30～17:30�

②22:30～翌5:30�※休憩各1h
休　日▶�土日、他、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�通勤手当（上限3万円）、車通勤可、制服貸与、�

社員食堂有、退職金有(規定による)�

男性活躍中!

千歳市上長都 自動車部品の加工 NO.1698-A-02

千歳 派 工場内作業

日払い・日払い・
週払い可能!週払い可能!

《共通項目》
時　間▶�①8:45～17:00（休憩1h）　�

②16:45～翌9:00（休憩2h）�
③8:45～13:00（※土曜/休憩なし）�
※①②③交代シフト制　�
※夜勤は月に4回程度

休　日▶�4週6休、他（年間休日110日程度）�
※有給休暇・年末年始・夏季・慶弔休暇有

待　遇▶�各社保完備、賞与年2回、交通費規定支
給（月3万円迄）、車通勤OK、職員食堂（1
食350円）、退職金制度、財形貯蓄制度�
★JR千歳駅より職員送迎バス有

資　格▶�看護師資格、年齢不問、未経験OK、�
ブランク有OK

給　与▶�看護師/月給190,000〜240,000円+各種手当�
准看護師/月給160,000〜230,000円+各種手当�
☆職務手当（看護師/月25,000円�
　　　　　��准看護師/月22,000円）�
☆皆勤手当（月8,000円）�
☆夜勤手当（10,000円/回）�
☆冷暖房手当（月1,667〜6,667円）

看護師・准看護師

資　格▶�無資格OK
給　与▶�月給126,000〜145,000円+各種手当�

☆職務手当（月5,000〜10,000円）�
☆皆勤手当（月8,000円）�
☆夜勤手当（7,000円/回）�
☆冷暖房手当（月1,667〜6,667円）

　　　　※賃金は手当を含めて16万円以上になります。

介護職員

社会医療法人社団�三草会　千歳桂病院  千歳市蘭越97-2

JR千歳駅より 
職員送迎バス有

☎0123-23-2101《担当》木戸

正職員
賞与4.3ヶ月分!

※昨年実績

看護師・准看護師・看護助手入職3ヶ月、6ヶ月後に各5万ずつ

定時で帰れるのでゆとりをもって働けます。

事前に施設見学ができます。
詳しくはお問合せください!

●入職お祝い金有（10万円）

●夜勤月4回程度
●残業なし

募集社会医療法人社団 三草会

千 歳 桂 病 院
千歳 正 看護、介護

080-4504-8484応募

みんな一緒のスタートです♪

仕　事▶�利用者（軽度障がい）様の就労サポート（農作業、管理
物件の清掃、PC入力作業、折込、ポスティング等）、�
作業場までの送迎、記録作成等

資　格▶�未経験者、無資格者OK、初任者研修修了者もしくは
実務者研修修了者、介護福祉士資格保持者歓迎、�
要普通免許

給　与▶�無資格/時給930円　�
初任者研修修了者もしくは実務者研修修了者�
/時給950円�
介護福祉士/時給1,000円　�
※処遇改善手当含む　※試用期間3ヶ月/同条件

時　間▶��9:00～16:00　※休憩1h
休　日▶�土日祝
勤　務▶�週2～4日　※シフト制　※応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料�

P有、制服貸与、資格取得支援制度（規定有）
勤務先▶�千歳市上長都1124-4�

（就労支援B型事業所/9月オープン予定）

担当/上島

健心サポート就労継続支援B型事業所
千歳市上長都1124-4

久不動産久不動産

これから始める新しい事業を一緒に
盛り上げてくれる仲間を大募集!

オープニングスタッフ募集
千歳市上長都 9月開始予定
就労継続支援B型事業所オープン

★共同生活援助事業所も10月オープン予定/恵庭市黄金北

久健グループについて
知りたい方はこちら

資格取得に向け、当社がバックアップ
します!（規定有）

資格取得支援制度有!無資格でも無資格でも
大丈夫!大丈夫!

☎0123-29-3455
久健グループの福祉事業

農作業農作業

清掃清掃

チラシの折込チラシの折込
ポスティングポスティング

PC入力PC入力
作業作業

一緒に作業しながら利用者様の一緒に作業しながら利用者様の
就労を就労をサポートするお仕事サポートするお仕事です!!です!!

千歳 パ 支援員

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!!

パートパートさんさん募集募集

◆【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

◆【千歳市富丘】消防署富丘出張所
給　与▶時給870円
時　間▶9:00～12:00のうち実働1.5h
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）

清掃スタッフ

洗車及び冬期除雪スタッフ
◆【千歳市東雲町】千歳市役所
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

《全地域共通項目》
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▶�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▶���5:00～9:00�

※シフト制（応相談）
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

0120-147-5510120-147-551
㈱クリーンコーポレーション

札幌市中央区南22条西6丁目2-25�エムズ南22条�第3ビル4階

総合ビル管理･労働者派遣事業
(派01-300248)

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

月収例
時給1,000円×1日8h×月22日勤務
＝月収176,000円

主婦（夫）も主婦（夫）も
学生もシニアも学生もシニアも
大歓迎!!大歓迎!!

●●性別・学歴不問!性別・学歴不問!
●●WワークもOK!WワークもOK!

期　間▶即日～　★勤務開始日応相談
仕　事▶�工場内にてパスタソースや具材の加工・仕込み作業。

他、洗浄、商品の梱包、箱詰め作業。
資　格▶�未経験者歓迎、性別･学歴不問、�

WワークOK、高校生不可
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�12:00～21:00（実働8h）�※残業の可能性有
勤　務▶週5日～
休　日▶�日曜・祝日�※土曜は工場カレンダーによる
待　遇▶�制服貸与、週払い可、車通勤可、駐車場有
勤務先▶�恵庭市戸磯201-12

★苫小牧･千歳･恵庭方面より送迎有‼︎

《受付》平日9:00～18:00

◆パスタ加工･包装スタッフ

★長期勤務できる方歓迎♪
★�1ヶ月以上の研修有！�
未経験でも安心して働ける!!

★車通勤OK!!　
★週払い制度有！

そんな時はLINE公式アカウントを使用して、
オンラインで面接可能！

※ご希望の方は応募時にご相談ください。

面接の予定が
合わない…▶︎

人気の軽作業人気の軽作業でで
働きませんか？働きませんか？

恵庭 派 パスタの加工・包装

3〜4名募集

平�岡�農�場

管理作業
収穫作業
スタッフ募集!

〒066-0001　
千歳市長都99-5

☎0123-22-5303
090-3776-7982

★フルタイム･
　ハーフタイム勤務が選べます。
期　間▶�～11月中旬まで
給　与▶�時給880円
時　間▶�8:00～17:00�

★短時間勤務も相談に応じます。�
　例/8:00～12:00､13:00～17:00等

勤　務▶�日数応相談�★日曜日はお休み
資　格▶�未経験者歓迎､車通勤出来る方
待　遇▶車通勤可､交通費定額支給

携帯の電話番号に連絡の上､
写真付履歴書をお持ちください。委細面談。

お試し期間2週間あり！お試し期間2週間あり！

千歳 パ 農作業


	12_q04

