
2021年9月17日（金）ちゃんと 10

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

資　格▶経験不問（全力でお教えします。）
給　与▶ ①時給950円～  

②時給889円～（試用期間3ヶ月有/同条件）
時　間▶ ①8:30～15:15（実働6h、休憩45分、多少残業有） 

②10:00～14:00（実働3.5h、休憩30分、残業無し）
勤　務▶ ①週休2日制　②週3日～（応相談）
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備、 

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの❶清掃責任者❷共用部清掃

車通勤OK

千歳 パ 清掃責任者、共用部清掃

清掃・厨房スタッフ

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》

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）

荷物の
仕分け

勤務先▶千歳市泉沢
仕　事▶かご台車を使用しての配達荷物の仕分け
期　間▶即日～長期　　
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降は時給1,250円
時　間▶19:00～23:00 ※4時間保障
休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備（勤務による）、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、週払い制度有

WワークOK
未経験者歓迎

千歳 派 荷物の仕分け

清掃スタッフ募集!!

北日本ビル管理㈱
札幌市中央区南1条東1丁目 パークイースト札幌4F

☎0120-86-8956
【月～金/9:00～18:00】 営業4部

まずはお気軽にお電話ください。
面接は現地または本社（下記住所）で行います。

時　間▶ ［正］①7:00～16:00 ②13:00～22:00 
　　※実働8h ※①②シフト制 
［パ］7:00～11:00

給　与▶ ［正］月給160,000～170,000円 
［パ］時給1,011円 
　　（時給861円+手当150円/時）

休　日▶4週8休（シフト制）
待　遇▶ ［正］社会保険、賞与年2回（昨年実績） 

［パ］雇用保険、 
　　精勤手当（週5日勤務の場合/月1,000円） 
［共通］交通費規定支給、制服貸与、有給休暇

勤務先▶千歳市美々 新千歳空港施設内

駅直結で
通勤らくらくです♪

千歳 正 パ 清掃スタッフ

検索千歳市社協

千歳市新富1-3-5社会福祉法人
千歳市社会福祉協議会 ほっとす

◉生活相談員業務
給　与▶ 月193,300円～ ※昇給有 

※賞与年2回(計2.55か月分)
勤　務▶週5日
時　間▶ 8:45～17:15（休憩45分）
休　日▶ 日曜、12/29～1/3固定休、 

年間休日125日、他夏季休暇4日
資　格▶ 介護福祉士、要普免
待　遇▶ 扶養手当、住宅手当、寒冷地手当、退職

金手当、通勤手当、社保等
勤務先▶新富ほっとす または 祝梅ほっとす

☎42-3133まずは
お電話ください。

詳しくは

［受付］月～土/8:45～17:15　［担当］介護総務係/岡田

デイサービス職員募
集

ホームヘルパーも随時募集中！

千歳 正 デイサービス職員

作業スタッフ短期

株式会社　北海道支店
■一般労働者派遣(派13-01-1084)　〒060-0013 札幌市中央区北13条西18丁目1-8

◆倉庫内での馬鈴薯の選別作業 （案件No.M-002021）
仕　事▶ 傷物や変形･変色品を取り除いていただきます。 

幅広い年齢層が活躍中です。
期　間▶9月下旬～12月下旬　　
時　間▶ 8:30～17:30
給　与▶ 時給900～940円
勤　務▶週2～4日（シフト制） ※応相談
勤務先▶ 千歳市東丘（東千歳）
待　遇▶ 車通勤可（交通費規定支給）

送迎有

☎011-640-7003
（受付時間 平日9:00～18:00）土日定休

（代表）
（採用担当）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
お問い合わせは携帯電話まで。面接は希望地で行います。

080-6803-9493

千歳 派 馬鈴薯の選別作業

〒066-0077 千歳市上長都1053-1
■自動車部品製造業㈱ダイナックス

☎0123-24-2891
まずはお電話の上、履歴書と職務経歴書をご送付ください。

人事総務部 採用担当 宛

仕　事▶ 製品の加工・取付・機械オペレーター、 
その他関連業務等、製品の生産対応全般を 
担当していただきます。

給　与▶ 日給月給153,500円～　 
※職務経験等により優遇致します。 

資　格▶ 18歳以上（省令2）、高卒以上、 
経験不問（製造業務経験者尚可）、交通機関が
不便な為マイカー又は自力通勤可能な方

時　間▶ ①8:30～17:30 ②20:30～翌5:30  
※①②の交替制

勤　務▶ 完全週休2日制 
※ 生産ラインの稼働状況により、5勤2休（土
日休み）と4勤2休（その他）になる場合が
あります。（勤務カレンダーによる）

休　日▶ 年間休日121日（GW・お盆・年末年始等）
待　遇▶ 社保完備、賞与年2回、退職金制度有、 

昇給有、交通費支給有、無料駐車場有、 
企業内保育施設有、試用期間6ヶ月有、制服貸与

勤務先▶ 苫小牧工場（苫小牧市字柏原6-183） 
千歳工場（千歳市上長都1053-1）

製
造
職

社
員
食
堂

千歳・苫小牧 正 自動車部品の製造

千歳 派 ①車のセンサー製造スタッフ②農機具の部品組立･加工

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでのシートやボディ 

洗浄、加修作業
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

トヨタカローラ札幌

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

未経験者
歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

昇給有! 連休有! 接客なし!担当/採用担当者
受付/10～17時

千歳市泉沢1007-237

◎電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
☎0123-29-3308

㈱MMCフードサービス

仕　事▶工場での仕分け作業、箱折り、箱詰め作業等
資　格▶ 未経験者歓迎、60歳未満の方（定年雇用止めの為）
給　与▶ 時給900円 ※試用期間1ヶ月/時給861円～
時　間▶ ①9:00～17:00（実働7h） 

②9:00～15:00（実働5h） 
※①②シフト制 
★勤務時間応相談（午前中のみの勤務も可）

休　日▶土曜、日曜、祝日
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、雇用保険、 

有給休暇制度、交通費規定支給、車通勤可 

軽作業で
時給900円!!

千歳 パ 工場内作業

②菓子のパッキング・仕上げ
期　間▶11/1～翌2/15
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 9:00～15:00 ※実働5h

期　間▶10/1～翌2/15
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ ①時給950円　②時給920円
時　間▶ ①7:00～12:00　

②9:00～15:00  
※いずれも実働5h

①菓子製造補助

〒066-0077 千歳市上長都3番地6
［担当］松谷

下記まで写真付き履歴書を送付ください。
書類選考の上、面接日をご連絡します。

☎0123-25-8613
株式会社ボンタイム北海道

各1名

4名

休　日▶ 土日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車

通勤可、制服貸与

共通項目

秋からスタート!!

男女
ともに
OK!

未経験者
歓迎♪

お菓子製造に
 関わるお仕事です。

千歳 パ 製造補助、パッキング、仕上げ

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

札幌市中央区南一条東1丁目 4F　☎011-210-8200

仕　事▶ 医療機関が実施する治験業務を 
サポートするお仕事です。

資　格▶ 経験者優遇、看護師・薬剤師・臨床検査
技師資格などあれば尚可

給　与▶ 月給250,000～370,000円
時　間▶10:00～18:00 ※実働7h
勤　務▶ 週5日 ※フレックス制有
休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給年

1回、賞与有（決算による）、試用期間
6ヶ月（同条件）

勤務先▶千歳市近郊及び札幌市

治験
コーディネーター

即戦力
求む

★経験者優遇

写真付履歴書を下記メールアドレス宛にお送りください。

株式会社アイメックRD
kanri@imeqrd.co.jp

千歳・その他 正 治験コーディネーター


