
2021年9月17日（金） ちゃんと11

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、21:00～翌6:00　 

※時間前後要相談
給　与▶ 時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00深夜手当有
休　日▶週2日　※シフト制
待　遇▶ 各種社会保険完備、 

有給休暇有、制服貸与、 
昇給有（人事考課による）、 
車通勤可、交通費規定支給

☎31-0900
株式会社エフビーエス

〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時 
担当/原田・本間

 

恵庭 パ 製造

介護職員 ★資格により時給UP!! パート
仕　事▶ 訪問介護職員
資　格▶ 要普免、介護職員初任者研修修了以上
給　与▶ ［介護職員初任者研修修了］時給900円～ 

［介護福祉士］時給1,000円～ 
※経験年数を考慮

時　間▶ 8:50～17:30の間で実働4h程度～ ※応相談 
待　遇▶ 労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回

介護職員
短時間も応相談

希望の方、正社員登用あり! 

経験者
優遇

デイサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

担当/もんま
【受付/9～17時】☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

恵庭 パ 介護

ブランクある方もご相談ください
仕　事▶ 歯科衛生士
資　格▶有資格者
給　与▶ 月給157,000～200,000円 

※歯科衛生士手当を含む、能力・経験により優遇
時　間▶  9:30～18:30
休　日▶ 水･日曜、祝日、GW、お盆、年末年始
待　遇▶ 社保完備、昇給年1回、賞与年2回、皆勤手当（月1万円）、

歯科衛生士手当（月1万2千円）、交通費規定支給、 
車通勤可、制服貸与

医療法人社団 日本矯正歯科学会認定医

〒066-0062　千歳市千代田町6丁目41

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

☎42-0187
担当/採用係

歯科衛生士 募集!!
千歳 正 歯科衛生士

勤務先▶ 恵庭市本町210
仕　事▶食品スーパーでの清掃
時　間▶ 7:30～10:30、7:30～11:30 

※シフト制
勤　務▶ 4週6休程度 
給　与▶ 時給890円
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、有給休暇

未経験者
歓迎♫

北海道クリーン開発㈱札幌支社
〒065-0030　札幌市東区北30条東12丁目4-9クリーンビル3Ｆ

担当/籔内
（ヤブウチ）☎011-704-0303応

募

スタッフみんなが明るく元気に働いています！

勤務日数相談可能
恵庭 パ 日常清掃

千歳市白樺2丁目1-4株式会社いのうえ
千歳白樺店

☎28-2096［担当］井上
まずは、お気軽に
お電話ください。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通自動車免許、 
土日勤務出来る方歓迎

時　間▶9:00～14:00頃
給　与▶ 時給900円 

+別途手当支給
勤　務▶週1日～OK ★勤務日数応相談
待　遇▶車通勤可、制服貸与、昇給制度有 

業務には社有車を使用します。その他、千歳白樺店
の店内業務（品出し、清掃等）も有。

配達 近隣への商品配達
得意先（工場）に設置している
自動販売機等への商品補充・集計補充・集計

土日勤務できる方歓迎

子育て世代も活躍中

配達・補充スタッフ
募集!

千歳 ア パ 配達、補充・集計

★今までの経験等を生かし、責任者補佐として働くことも 
　可能です! やりがいを感じて働きたい方ぜひご応募ください!

札幌市中央区南1条東2丁目11-4 ミナミ1条タカハタビル8階
キョウワプロテック㈱札幌事業所

時　間▶ 9:30～18:45（実働7h）
給　与▶ 時給900円～
勤務先▶ 陸上自衛隊東千歳駐屯地内食堂 

※車通勤可(無料駐車場完備)
勤　務▶シフト制
休　日▶ 週2日程度  

★GW、お盆、年末年始にまとまったお休みを 
　取ることも可能！ 
★扶養の範囲内での勤務もできます。

待　遇▶ 制服貸与（白衣上下・エプロン）、交通費規定支給、
社保完備、正社員登用有、試用期間有（経験・能力
による）

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は千歳・恵庭市内で行います。土日祝も随時受付中!!

☎011-207-0911 担当/中村

★長期安定 ★車通勤OK ★残業なし ★未経験者歓迎

異業種からの転職者も
積極採用します!!

食器洗浄
スタッフ募集

入社祝い金
1万円支給
※規定有

千歳 パ 食器洗浄

正社員2職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00  

※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月23万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許
時　間▶ 日勤/8:00～17:00（実働8h）  

　　 ※時間外勤務有 
隔日勤務/8:00～24:00 
　　　　 ※早出・時間外勤務有 
※ 日勤・隔日勤務のシフト制

休　日▶シフト制
給　与▶ 月給15万円～  

※売上により歩合給追加支給
資　格▶ 普通二種以上 

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

恵庭 正 トラック乗務員、ハイヤー乗務員

★千歳店は食肉部門も募集中です。

Web応募
はコチラ

恵庭店

☎33-1122
恵庭市本町210

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

☎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、水産

デリカ（惣菜）・水産スタッフ募集!!

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

◆デリカ
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

◆デリカ

給　与▶ ［一般］時給911円
時　間▶ 8:30～13:00　　　　勤　務▶週4日

◆水産
給　与▶  ［一般］時給917円　［学生］時給871円
時　間▶ 8:00～16:00（休憩1時間）　
勤　務▶週4～5日

◆水産 お寿司・惣菜製造のお手伝い

まずはお電話!

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

☎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

◆ 調理師 正社員

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 正社員

◆ 洗い場･調理補助 パート
仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 ※22時以降/時給1,187円
時　間▶ 17:00～23:00
勤　務▶週3日程度 ※シフト制
休　日▶日曜、祝日　　　　
待　遇▶交通費規定支給

千歳 正 調理、ホールパ 洗い場･調理補助

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 8:30～17:30
期　間▶ 9月下旬～10月下旬
休　日▶  日曜、他シフト制 

※相談可能

1,000

給　与▶ 時給1,500円～
時　間▶ ①8:00～17:15 

②16:00～0:00 
③0:00～9:15 
※3交替勤務

期　間▶ 長期
休　日▶ シフト制 

※週休2日

1,500

給　与▶ 時給960円～
時　間▶ 8:30～17:15 

※残業の可能性有
期　間▶ 長期
休　日▶ 土日祝

960

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

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642

千歳・恵庭 派 選別、製造、組立

【パート】恵望園/恵庭市柏木町
給　与▶ 時給870円 

（10/1から時給889円）
時　間▶8:00～12:00（実働4h）
休　日▶土･日曜、祝日

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
☎0123-24-3771平日

 入社後すぐに使える特別有休制度有!!

清掃員募集
【パート】日本血液製剤機構/千歳市泉沢
給　与▶ 時給870円～ 

（10/1から時給889円）
時　間▶7:00～11:00（実働4h） 
休　日▶土･日曜、祝日

【パート】消防署富丘出張所/千歳市富丘
給　与▶ 時給870円 

（10/1から時給889円）
時　間▶9:00～12:00のうち実働1.5h
休　日▶土･日曜、祝日

【パート】ザ・ノースカントリーGC/千歳市蘭越
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）

【パート】北星病院/千歳市清流
給　与▶時給950円
時　間▶ ①7:30～11:30 ②13:00～17:00 

（実働3.5h）
休　日▶日曜

【正社員】北星病院/千歳市清流
給　与▶月給160,000～180,000円
時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶日曜、他1日（週休2日）
待　遇▶社保完備

《パート全地域共通項目》
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

パート 正社員
千歳・恵庭 正 パ 清掃

パ
ー
ト

正
社
員パ

ー
ト

☎0123-24-7787 担当/金子応募
■ビルメンテナンス 廃棄物収集運搬処理 ハウスクリーニング

千歳市流通1丁目4-7

給　与▶ 時給950円～ ※月額135,000円程度
時　間▶ 8:30～16:00（実働6.5h）
休　日▶ 土日、工場指定日 ※祝日のある週は土曜出勤有 
待　遇▶ 社保・雇保完備、交通費規定支給、制服貸与

札幌日清（千歳市上長都）

給　与▶ 時給900円～ ※月額70,000円程度
時　間▶ 12:30～17:00、13:00～17:30　 

※実働4h　※シフト制
休　日▶ 土日祝、年末年始
待　遇▶雇保完備、交通費規定支給、制服貸与

恵庭市役所（恵庭市京町）

清掃スタッフ募集 !
千歳・恵庭 パ 清掃

資　格▶ 無資格OK 
（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）

給　与▶ 介護福祉士/時給1,200円～ 
初任者研修修了/時給930円～ 
無資格・未経験者時給890円～

時　間▶ ［日勤］①7:00～16:00  
　　　②9:00～18:00  
　　　③10:30～19:30 
［夜勤］④18:00～翌9:00 

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、昇給有、 

交通費規定支給、有給休暇（100%消化可能）、車通勤可 
（無料駐車場有）、処遇改善加算手当（年2回支給）、 
正社員登用制度有

㈱サンボウグループホーム ぬくもりの里 千歳市住吉４丁目８-１４
【新型コロナウイルス感染症対策万全】 安心して働けます。

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時～18時（人事担当直通）090-3399-5886

夜勤帯
《夕～翌朝のケア》

夕食の片付け、就寝準備手伝い、 
夜間の見守り・ケア、朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、食事・入浴介助、
食事の調理、お話し相手等

日勤帯
《生活サポート》

介 護 職 員 募 集
利用者様へもっとぬくもりのある 
ケアを提供するための募集です！
日勤のみ Wワーク 夜勤専従

全てのシフトに入れなくてもOK!幅広く対応致します！

無資格OK! 有給休暇有!
（100％消化可能）

正社員登用
制度有!

千歳 パ 介護


