
2021年9月10日（金） ちゃんと11

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭

パート 看護師
仕　事▶バイタルチェックや体調管理､介護業務
資　格▶看護師または准看護師資格
給　与▶ 時給1,200円～（経験により考慮）
勤　務▶週2日～（シフト勤務）
時　間▶ 9:00～16:00
休　日▶日曜・祝日、お盆・年末年始
待　遇▶制服有､昇給有､交通費規定支給

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

受付/9～18時　担当/関澤
☎0123-25-6207

恵庭 パ 看護師

【正社員】調理師 ★社宅応談可 ★その他委細面談
給　与▶月200,000～300,000円
休　日▶ 週休2日程度 ※シフト制

【パート・アルバイト】配食、調理補助 ★その他委細面談
給　与▶時給900～1,000円 ※時間帯により変動有
休　日▶週休2～3日 ※シフト制

〒080-0809 帯広市東9条南8丁目2-14履歴書を右記に 
ご郵送ください。合同会社 インシュピルサン

☎0155-29-2151　担当/高橋

駐屯地内での
調理業務急募!

時　間▶  4:00～18:30の間でシフト制 
例/①4:00～16:00 ②9:00～18:30 
     ③13:00～18:30

待　遇▶ 交通費規定支給、正社員のみ社保完備
勤務先▶安平駐屯地

共
通
項
目

安平 正 調理師ア パ 配食、調理補助

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
920円

募
集

時
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

Wワーク
OK!!

朝の時間を有効に! 男
女
と
も
に
活
躍
中
‼元気な

60歳以上の方も歓迎♪

恵庭 パ 清掃

仕　事▶ 馬券販売機のバックヤード内での補助業務、
販売機への現金投入･回収

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給861円  

※他、ナイター加算・年末年始加算有
時　間▶ 8:45～17:30 

※ 13:00～21:30、8:45～21:30等、 
状況による（時間外手当有）

勤　務▶月10日程度
待　遇▶ 雇用・労災保険、制服貸与、交通費規定支給

勤務開始日
応相談♪

千歳市幸町3丁目3-2

担当/林・大薄（おおすぎ）、白岩
まずはお気軽に
お電話ください。

☎0123-40-9000

ホッカイドウ競馬 Aiba千歳場外発売所

販売機の裏で
異常がないか

見守るお仕事です。

感染症対策は万全です！

扶養内
OK‼
40～60代の
女性活躍中！

千歳 パ オペレーター
勤務先▶ 千歳市春日町4丁目（JR千歳駅から徒歩20分）
仕　事▶ マンション共用部分清掃（床拭き掃き･ガラス･ド

ア等）、居住者の来客対応、一部書類作成補助等  
※PCを扱う作業はありません。

時　間▶ 13:30～17:30
給　与▶ 時給870～970円
休　日▶ 日曜、祝日、第2･4土曜　 

※夏季休暇、年末年始、特別休暇有（規定有）
待　遇▶ 交通費規定支給（月2万円迄）、制服貸与、雇用･労

災保険、有給休暇、昇給の可能性有、定年制（72歳）
応　募▶ まずは下記住所まで履歴書（写真貼付）をご郵送ください。

お問合せ ☎0120-088-273（担当/採用係）

株式会社マリモコミュニティ
〒730-0031
広島市中区紙屋町1-3-2 銀泉広島ビル11F

●マンション管理

https://www.marimo-mc.co.jp 検索

★ 昼の空いた時間で 
家事や育児と 
両立できる！

体を動かしたい方
にもおすすめ！

★未経験者OK !
★ シニア世代の方 
活躍中！

千歳 パ マンション管理員

販売スタッフ募集!

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファーム」での
店内業務（レジ打ち、商品の陳列、袋詰めなど）

資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、 
車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶  時給890円～
時　間▶8:30～17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、 

社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

パート アルバイト

明るく
和気あいあい
とした職場です!

未経験者歓迎

安平 ア パ 販売

Web応募
はコチラ

恵庭店

☎33-1122
恵庭市本町210

応募

☎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

一緒に働こう!

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

給　与▶ ［一般］時給900円
時　間▶ 8:00～13:30、8:00～16:30
勤　務▶週4日

給　与▶ ［一般］時給891円
時　間▶ 8:30～13:00（応相談）

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

デリカ（惣菜） スタッフ募集!! 送迎バスドライバー募集パート

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。

恵庭 パ ドライバー

仕　事▶ 当社従業員送迎バスの運転、 
工場敷地内の環境整備等も有

資　格▶大型自動車免許
時　間▶ ①5:00～13:30 ②6:00～14:30 

③10:00～18:30 ※①～③交替制 
※いずれも休憩1h 
※業務都合により残業有（月35h程度）

休　日▶ 月8日～（シフト制、土日勤務も有） 
★有休有

給　与▶ 時給1,050円～ 
※別途残業・深夜手当有 
★昇給、賞与（年2回/夏・冬）有 
※業績による

待　遇▶ 社会保険完備、昇給有、賞与年2回 
（夏・冬）、有休有、交通費規定支給、 
車通勤可、制服貸与、格安食堂・売店有

昇給・賞与
（年2回/夏・冬）
※業績による有!!

大型免許をお持ちの方！
資格を活かして働きませんか？

最大70歳 
まで勤務可

再雇用
制度有

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

❶原料（人参・いも）の入替え作業と洗浄

《アルバイト共通項目》
給　与▶ 時給1,200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

❷ 手作業での野菜の移動･積み上げが 
主なお仕事です。 
他に選別・袋詰め等もあります。

〒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

アルバイト パート

男性多数
活躍中!!

未経験者
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。

スタッフ
募集中!

スタッフ
募集中!

扶養内
OK‼

千歳 ア 野菜の洗浄、積み上げ作業パ 野菜の選別・加工

《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。

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

仕　事▶ 精神科デイケアでの看護業務、 
社会復帰に向けての支援

資　格▶ 看護師資格（正看護師）、 
未経験OK、ブランク有OK

給　与▶ 時給1,500～1,700円
時　間▶ 8:45～17:00（休憩1h）　 

※終業時間は最短で 
　15:30まででも可 
※残業なし

勤　務▶月～金 ※日数応相談
休　日▶ 土日祝、年末年始
待　遇▶ 各社保完備、車通勤OK、 

駐車場無料、交通費規定支給、 
職員食堂（1食350円）

 

☎0123-23-2101《担当》木戸

詳しくはお問合せください!

千歳 パ 看護

 

社会医療法人社団 三草会　千歳桂病院 千歳市蘭越97-2

恵庭

Qua ity & Discount 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
　　　　③13:00～22:00
　　　　　（休憩1h） ★社保完備
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！

ア パ レジ


