
2021 年 11 月 5 日（金）ちゃんと 14

仕　事▶�新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶�普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶�月給160,000円〜 ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶�日勤/7:30〜16:30�

夜勤/16:30〜翌7:30���
（シフト交替制）

休　日▶�月7〜9日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

制服貸与、正社員登用制度有

正社員登用有

新千歳空港で働きませんか?

空港施設空港施設
警備員警備員募集!募集!

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027�千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F

担当/
スズキ☎0123-22-1090

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

千歳 契 空港施設警備員

清掃員募集清掃員募集

㈱清
せ い  ふ う  ど う

風堂 札幌市東区北16条東1丁目
2-15�グランメールアサヒ1F

採用係☎011-748-6868
まずはお気軽にお電話ください。

未経験者OK
◆病院清掃/�千歳市蘭越97-2��

※女子トイレの清掃有
時　間▶�①8:00〜12:00�②13:00〜17:00
給　与▶�時給900円＋交通費規定支給
勤　務▶�週4日程度�※シフト制��

※日曜･祝日は休み�※希望休OK
待　遇▶車通勤可、制服貸与、休憩室完備

車通勤可!車通勤可!

見学OK!見学OK!

シニア・�シニア・�
WワークOKWワークOK

◆飲食店清掃/恵庭市恵み野里美2丁目16-2
時　間▶�7:15〜9:15
給　与▶ 時給890円+交通費規定支給
勤　務▶週3日〜（応相談）�※シフト制
待　遇▶車通勤可(無料P有)、制服貸与

◆パチンコ店清掃/�恵み野西1丁目3-1�
（JR恵み野駅から徒歩1分）

時　間▶�【月〜金】11:30〜16:30�
【土日祝】12:30〜17:30

給　与▶�時給890円
勤　務▶週2〜3日　※シフト制
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

勤務日数勤務日数
応相談応相談

千歳・恵庭 パ 清掃

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

仕　事▶�製造装置の操作や検査等の�
軽作業

時　間▶���①8:30〜17:00��
②20:30〜翌5:00��
※状況による

勤　務▶�5勤2休もしくは4勤2休��
※シフト制

給　与▶��時給1,100円〜
期　間▶�3ヶ月更新（長期）
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶恵庭市戸磯

0120-095-0120-095-350350
まずはお気軽にお電話ください。 登録だけでもOK!

JRサッポロビール庭園駅より徒歩10分プ
リ
ン
ト
配
線
基
板
製
造
・
検
査

恵庭 派 製造、検査

長期安定 
ガッチリ稼げる!

〒061-1395
恵庭市恵み野西2丁目3-5

社会医療法人�北晨会

恵み野病院
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-36-7555 受付/9〜17時
担当/看護部長 佐藤

正職員募集
恵み野病院社会医療法人 北晨会

仕　事▶�外来での看護業務全般
資　格▶�看護師免許
時　間▶�平日/8:40〜17:15�

第1・3・5土曜/8:40〜12:15�
※当直（16:45〜翌9:00）�
　月に2回程度有

給　与▶ 月217,500〜316,000円 
（各種手当含む）+当直手当、残業手当

休　日▶�日曜、祝日、第2・4土曜、他月に1日休み有

外来看護師 看護助手

仕　事▶�患者移送、案内、検体運搬、リネン交換、�
物品補充、食事介助等

資　格▶不問
時　間▶�日勤/8:40〜17:15　�

夜勤/16:40〜翌9:15�
※夜勤月に4回程度有

給　与▶ 月154,300〜200,000円 
（各種手当含む）+夜勤手当、残業手当

休　日▶�シフト制（年間121日）

待　遇▶�各社保完備、賞与年2回（昨年度実績3.95ヶ月分）、�
退職金制度（3年以上勤務者）、通勤手当（上限45,000円）、�
昇給有、リフレッシュ休暇有、車通勤可

共通
項目

パートさんも同時募集　時給1,350円〜
※詳細はお気軽にお問い合わせください。

24時間対応の院内保育所有!  
子育て世代も安心して働けます。

恵庭 正 看護師、看護助手

恵庭市恵南1番地〒061-1411
㈱ロバパン恵庭工場

当工場では、新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。

☎0123-32-4346応
募

受付/月〜金 8：30〜17：30  担当/やまだ・うえだ

★昨年の経験者は面接不要です。 ★定員に達したら締切りますので、例年お越しの方もお早めにお申し込みください。

12/30㈭に銀行口座へ振り込み予定!12/30㈭に銀行口座へ振り込み予定!給与支払日について 年内に振込!!

期　間▶�11/29（月）〜12/24（金）
給　与▶�時給990円 

（22〜翌5時は時給1,238円）
時　間▶�9:00〜18:00
休　日▶�週2日（基本土日、変動有）

★クリスマス
直前の数日間
は全員、深夜勤
務となります。

12/18 0:30〜12:30
12/19 22:00〜翌1:30
12/20 20:00〜翌2:00
12/21 18:00〜翌8:00
12/22 16:30〜翌5:00
12/23 18:00〜翌5:30

2020年実績
につき変動有▶

ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
製
造

短期短期アルバイトアルバイト

Xmas Xmas 
ケ
ー
キ
製
造
全
般 2020年実績

につき変動有▶

期　間▶�12/21（火）〜12/22（水）
給　与▶�時給1,040円 

（22〜翌5時は時給1,300円）
時　間▶�下記表参照

12/21 19:00〜翌7:30
12/22 16:30〜翌4:00恵庭市内送迎バスあります!

時時
給給11,,100100円円

のお仕事も募集!!のお仕事も募集!!
※ 時間等の詳細は 

お電話でお尋ねください。

ケーキケーキのの仕分け仕分け･･運搬運搬作業作業

最大 33,,000000円円
皆勤特別手当支給!!皆勤特別手当支給!!

12/21火▶12/24金

12/20月▶12/23木 時時
給給

��22〜翌5時は�22〜翌5時は�
時給1,263円!!時給1,263円!! 最大 55,,000000円円

皆勤特別手当支給!!皆勤特別手当支給!!

11,,010010円円

ロバパン

いちごのケース詰めいちごのケース詰め
4日間4日間
超短期超短期 ●皆勤手当は3日連続出勤で2,000円、4日で4,000円! ●さらに10月中にお仕事決定で+1,000円!!

応募殺到につき応募殺到につき
終了しました終了しました

恵庭 ア 製造、ケース詰め

こちらからも
ご応募出来ます♪

資　格▶�18歳以上（高校生不可）、未経
験者大歓迎、長時間の立ち仕事
に支障がない方

待　遇▶�恵庭市内送迎バス有、交通費規
定額別途支給、制服・作業靴等
貸与、無料駐車場完備

共
通
項
目

ロバパン

時時
給給990990円円 ��22〜翌5時は�22〜翌5時は�

時給1,238円!!時給1,238円!! 最大

11/29月▶12/24金

88,,000000円円
皆勤特別手当支給!!皆勤特別手当支給!!

●12/21・22・23の皆勤手当6,000円! ●さらに11/29〜皆勤＋2,000円（他は皆勤1,000円）

クリスマスケーキ製造クリスマスケーキ製造

1ヶ月間1ヶ月間
短期短期

時時
給給1,0401,040円円 ��22〜翌5時は�22〜翌5時は�

時給1,300円!!時給1,300円!! 最大 33,,000000円円
皆勤特別手当支給!!皆勤特別手当支給!!

12/21火▶12/22水
ロバパン

2日間2日間
超超短期超超短期 ●2日間皆勤で皆勤手当3,000円!

ケーキ製造全般ケーキ製造全般

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▶�①9:30〜18:45（実働7h）�
②9:30〜13:30��
③14:45〜18:45

給　与▶�時給900円〜
休　日▶�週2〜3日程度（シフトによる）�

★�GW、お盆、年末年始にまとまったお休み
を取ることも可能！

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）

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)

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☎011-207-0911 担当/中村

異業種からの転職者も積極採用!!

入社祝い金入社祝い金
1万円1万円支給支給

※規定有

食食器器洗洗浄浄スタッフスタッフ

増員募集!!増員募集!!

千歳 パ 食器洗浄

◆フォークリフトを使っての野菜類の運搬作業
仕　事▶�野菜加工工場の敷地内にて、フォークリフトを�

使用し、野菜類などの運搬をする作業
資　格▶�フォークリフト免許保持者
給　与▶時給1,000円〜

《共通項目》
時　間▶�8:00〜17:30　※休憩1.5h
勤　務▶週3〜6日　※希望応相談　※日曜日休み
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、服装自由、�

社員登用制度有

◆野菜類のカット･箱詰め作業
仕　事▶�手作業での野菜のカット、�

移動補助及び工場作業全般
資　格▶未経験者歓迎、経験・資格不問
給　与▶時給889円

【受付/午前中】

まずはお電話ください。�
面接日時・勤務開始日は相談に応じます。

☎0123-29-3320
千歳市上長都1160-21トライフード（株）

フォークリフト作業
野菜カット･箱詰め
スタッフ募集

千歳 ア パ 工場内作業

★どちらも日数応相談!★どちらも日数応相談!

デリカスタッフ募集 ★�全店、他部門も�
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

☎39-7777応募

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1 Web応募

はコチラ

[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

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

給　与▶�［一般］時給910円　［学生］時給890円
時　間▶8:00〜12:30　　　　　　勤　務▶週2〜4日

給　与▶�［一般］時給938円　［学生］時給890円
時　間▶�①7:00〜10:00　②16:00〜21:00
勤　務▶週3〜4日

給　与▶�［一般］時給911円　［学生］時給890円
時　間▶7:30〜12:00

Web応募
はコチラ

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店

応募

給　与▶�［一般］時給910円　［学生］時給890円
時　間▶�①8:00〜13:30　②8:00〜16:30�

③17:00〜20:00
勤　務▶週4日

千歳・恵庭 ア パ デリカ

選べる勤務先！選べる勤務先！

20ヶ所20ヶ所
以上の施設から以上の施設から

千歳市

長沼町など
恵庭市

［紹介予定派遣］介護補助スタッフ
資　格▶�有資格者・無資格者共に可
期　間▶�派遣社員として研修開始から3ヶ月後、�

双方合意の上で直接雇用予定
時　間▶�9:00〜18:00の間で1日4h〜相談可�

例/10:00〜14:00、9:00〜15:00、�
　��9:00〜17:00、10:00〜18:00等�
※固定シフトOK、残業なし

給　与▶�経験者/時給1,207円〜 
未経験者/時給1,025円〜

勤　務▶�週3日〜�※勤務日数等応相談�
※土日祝休みも指定曜日休みもOK

待　遇▶�社会保険完備、交通費全額支給、車通勤OK
勤務先▶�千歳・恵庭市、長沼町等の施設からお選びいただ

けます（デイサービス・グループホーム等）。

■一般労働者派遣事業許可番号（派13-304719）
■有料職業紹介事業許可番号（13-ユ-304566）

札幌市中央区北4条西6-1�毎日札幌会館6階
㈱シグマスタッフ 札幌支店

資格取得
支援も有!!

北海道委託　令和3年度
潜在的介護職員等活用推進事業

お気軽にお電話ください。
面接は千歳・恵庭市内および各地域で行います。

0120-933-797

★職場見学OK！�★異業種からの転職も大歓迎！
★�勤務先がご希望に合わなければ、他の事業所等を�
ご紹介いたします。

フルタイムや正社員の希望もOK！フルタイムや正社員の希望もOK！
扶養内でも働けます！扶養内でも働けます！
新型コロナウイルス感染症対策も万全！新型コロナウイルス感染症対策も万全！

未経験･無資格OK!

勤務時間勤務時間
（週3日〜）（週3日〜）

全て相談OK！全て相談OK！

日数･曜日日数･曜日
（1日4時間〜）（1日4時間〜）

千歳・恵庭・他 派 介護補助スタッフ（紹介予定派遣）
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