
2021年11月12日（金） ちゃんと13

清掃員募集!!パート

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

応　募

☎0123-24-3771平日

◆日本血液製剤機構/千歳市泉沢
給　与▶ 時給898円
時　間▶7:00～11:00（実働4h）
休　日▶土･日曜、祝日
◆フレスポ恵み野/恵庭市恵み野里美
給　与▶時給898円
時　間▶12:30～17:00（実働4h）
休　日▶週3日～（応相談）
《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

 入社後すぐに使える
特別有休制有!!

千歳・恵庭 パ 清掃

当協会指定の写真付履歴書を添付し、
下記住所へ郵送、または直接提出してください。2名募集

恵庭 期 屋内体育施設管理

期　間▶令和4年4月1日～令和5年3月31日 ※更新有
仕　事▶屋内体育施設の維持管理、簡単なPC操作有
資　格▶ 要普通免許　　　　給　与▶月給147,400円
時　間▶①8:15～17:00　②16:30～22:30
休　日▶勤務割当表による
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、賞与年2回
勤務先▶ 恵庭市総合体育館/恵庭市黄金中央5丁目199-2

☎0123-21-9900【受付（問合せ）/平日9～17時】担当/なかぜ・ひらさわ

NPO法人 恵庭市体育協会
〒061-1449  恵庭市黄金中央5丁目199-2 恵庭市総合体育館内

募集受付締切り期限 11月22日（月）17:00必着

★研修有 ※最初の6ヵ月は試用期間となります。

期間任用 屋内体育施設管理募集

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
合否は5日以内にご連絡致します。お気軽にご相談ください。

☎33-8225 ［担当］採用係

◆レンゴー（株）恵庭工場/恵庭市戸磯
仕　事▶日常清掃業務
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶8:00～12:00 ※実働4h
勤　務▶週2～4日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

清掃スタッフ
募集

制服が新しくなります♪

未経験者
歓迎

勤務日数
応相談

恵庭 パ 清掃

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
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

【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）

野菜カット･箱詰め
スタッフ募集 ★日数応相談!

千歳 ア パ 野菜のカット、箱詰め作業

◆正社員(店長候補)
資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上、要普通免許
給　与▶ 高卒、18歳の例/月180,700円～　 

4大卒、22歳の例/月212,350円～
休　日▶ シフト制 ※年間休日107日程度

恵庭市黄金南7丁目18-1ハードオフ恵庭店 オフハウス恵庭店
【受付/10～18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎39-3370 【受付/10～18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎39-3380

◆パート･アルバイト
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生不可、土日勤務できる方歓迎
給　与▶ 時給895円～  

※研修期間3ヶ月程度/時給890円
勤　務▶週3～5日程度

リサイクルショップ スタッフ募集

大歓迎!!

楽器・オーディオ・洋服・
アウトドア用品好きの方…

《共通項目》
仕　事▶ 販売・買取業務全般
時　間▶  9:15～20:15の間で実働8h（シフト制） ※応相談 
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、昇給有（年1回）、 

交通費規定支給、車通勤可、パート･アルバイトは
社員登用制度有 、正社員のみ賞与有

未経験者
OK！

恵庭 正 ア パ リサイクルショップ店内業務

恵庭 派 飲料品・商品のピッキング業務、一般事務

ヘルプサービスきずな 〒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。

介護職員募集!!

要普通自動車運転免許

パート正社員 経験者優遇
パート希望は働きながらの
資格取得が可能です!

パートは
無資格
OK

パートは短時間も相談可

介護の仕事
 に興味のある方は是非!

働きながら、当社指定の学校で1ヶ月間
介護職員初任者研修を受講できます！

仕　事▶ 訪問介護の介護職員
資　格▶ 要普通自動車運転免許、介護福祉士（正社員のみ） 

★ パートさんは介護系の資格がなくてもOK！（当
社指定の学校で1ヶ月間の研修を受けられる方）

給　与▶ パ/ ［介護職員初任者研修修了］時給900円～ 
※無資格の方（介護職員初任者研修受講中）も同時給 
［介護福祉士］時給1,000円～

　　　　 正/月給166,000円～ 
※ともに経験年数により考慮致します。

時　間▶ 8:50～17:30 
※パートは上記のうち実働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 
 正職員には扶養手当、住宅手当、介護手当、社会保険有

恵庭 正 パ 介護

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900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▶ 8:00～12:00
勤　務▶月～金の間で週4～5日

◆清掃 《パート》
◉サッポロビール工場

給　与▶ 時給900円
時　間▶ 10:00～14:30（実働4.5h）
勤　務▶月～金

◆レストランホール 《パート》
◉えにわステーションホテル

給　与▶時給930円
時　間▶18:00～22:00　
勤　務▶週3日～OK（シフト制）　　休　日▶土日祝

◆清掃（手術室） 《パート》
◉我汝会えにわ病院

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

給　与▶ 時給930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）、ホールスタッフ

給　与▶時給1,000円～
時　間▶ 8:30～17:20
休　日▶シフト制

千
歳 送迎相談OK1,000円～

時給 卵のパック詰め

給　与▶時給1,150円～
時　間▶ 8:00～17:00 

※月20～40h残業有
休　日▶シフト制

恵
庭

乳製品のピッキング・
リフト作業
バス停から 
徒歩2分

1,150円～
時給

冷蔵・冷凍食品の 
ピッキング作業
重量物なしで簡単 
もくもく軽作業

給　与▶時給1,080円～
時　間▶8:00～17:00
休　日▶日曜、他シフト制

恵
庭 1,080円～

時給

半導体製造スタッフ
夜勤のみ

給　与▶時給1,000～1,250円
時　間▶ 17:00～翌2:00
休　日▶土日

恵
庭 1,000円～

時給

まずはお電話ください！
0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

待　遇▶ 各社保完備、制服貸
与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、
週払いOK（規定有）

《共通項目》 
★  電話だけの簡単登録もOK！

★3日払い・週払いOK（規定有）
★即シフト入り、即勤務OK

★現地での面接もOK!!

オススメ5案件
ほかにもお仕事あり! 
Webで見つけよう♬
登録のみも大歓迎！

千歳・恵庭 派 パック詰め、ピッキング、リフト作業、製造、検品

給　与▶時給1,050円
時　間▶ 8:00～16:30
休　日▶土日

千
歳 1,050円

時給 アルミ製品の検品
重量物なし

短期アルバイト 即日▶翌1/3
仕　事▶ パン・和菓子・オードブル等の商品をベルトコンベアを使

用した盛り付け、箱詰め等のライン作業
時　間▶ ① 昼勤/ ⓐ9:00～18:00（休憩1h） ※1h程度残業の可能性有 

ⓑ14:00～18:00 ※1h程度残業の可能性有 
ⓒ8:00～17:00 ※1h程度残業の可能性有

　　　　② 夜勤/ 19:00～翌4:00（休憩1h） ※2h程度残業の可能性有
勤　務▶ フリーシフト! 1日だけでも、レギュラーで週3日等もOK!
給　与▶ ①時給900円 ★12月は時給920円にUP! 

②時給1,000円 ※22～翌5時は深夜時給1,250円  
★ 月末月初手当あり！（合計6日間、最大6,000円） 
毎月末3日間、毎月初めの3日間1日出勤ごとに1,000円
支給

資　格▶ 未経験者歓迎、食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげ等は 
禁止、貴金属類の着用不可

待　遇▶ 交通費実費支給（上限2,000円/日）、車通勤可（無料駐車
場完備）、勤務日にパンのお土産有、当社製品社内販売有、 
格安食堂完備（パン食は無料）、制服貸与、近郊エリア無料
送迎バス有

山崎製パン㈱札幌工場
恵庭市恵南10-1 ★サッポロビール庭園駅から徒歩15分

恵
庭
方
面
無
料
送
迎
バ
ス
有

◎上記期間以外の
　勤務も可能です！

募集!!

12/2▶12/24

まずはお気軽にお電話！受付/9～18時 人事採用担当まで

☎0123-34-1128

クリスマス
&年末年始特別キャンペーン！

生ケーキ専属
アルバイト

★友達・親子・グループでの応募大歓迎！

フリーシフトだから
期間中、数日だけでも

OKです♪

クリスマス・年末年始の繁忙期に向け、まだまだ増員中!

②12/1～25の間、14日以上出勤でさらに+5,000円
①12/1～25の間、10日以上出勤で+5,000円 ④ 12/29～翌年1/3の間、1日出勤ごとに+1,000円

※③④は1日実働6h以上で1日出勤扱いとなります。

Ⅰ

⑤12/1～12/31:団体手当5人1組で最大10,000円③12/19～25の間、5日以上出勤で+10,000円

42,000円皆勤手当支給!!
最
大

Ⅱ
交通費全額支給！

①［昼勤］時給UP!!

②交通費優遇
※他期間は当社規定による

920円時
給900円 ▼時

給12月
限定！

同時募集

恵庭 ア パン・和菓子・オードブル等の製造補助、クリスマスケーキ専属製造

給　与▶ 時給900円  
※12月は時給920円

時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h） 
※1～2h残業の可能性有

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶ 即日～長期
資　格▶ 土日勤務できる方歓迎、 

自力通勤できる方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 20:00～24:00（実働4h程度）
勤　務▶週2日～ ★WワークOK
待　遇▶ 労災保険、週払い可、車通勤可、 

無料駐車場完備、服装自由

WワークOK!
1,000円
★服装自由! ★週2日～OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

☎26-3570
080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金 9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

【同時募集】
夜勤専門ケアスタッフ

★1回20,120円可能!
勤務/月7～9回

グループホーム向陽台 千歳市白樺
2丁目1-1

☎0123-28-5888 担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をお持ちください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶ 日給6,960円（更新時昇給有） 

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当 
＋処遇改善手当（600円/日） 
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶ 早番/7:30～16:00（休憩1h、実働7.5h） 
日勤/9:00～17:30（休憩1h、実働7.5h） 
遅番/10:30～19:00（休憩1h、実働7.5h） 
夜勤・明/17:00～翌9:30（休憩1.5h、実働15h） 
※シフト制

勤　務▶ 4週8休（月21～22日）
資　格▶ 普通自動車運転免許
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、 

交通費規定支給（2km以上/上限12,000円）、 
車通勤可（無料駐車場有）

資格取得支援制度有!!

歓迎です！
2名
募集

千歳 契 ケアスタッフ

資格 経験 がなくても
経験者も
大歓迎!


