
2021 年 12 月 3 日（金）ちゃんと 10

セブン-イレブンジャパン向けパンの
製造をしている会社です。

★キレイで清潔な環境！ ★冷暖房完備！

土日
休み

パンのパンの
社内販売社内販売
あり♪あり♪

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�9:00～18:00、18:00～翌3:00
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▶�土日�※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
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

パン製造パン製造  
スタッフ募集!スタッフ募集!

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎︎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時�
担当/大松

恵庭 パ 製造

【嘱託】福祉サービス調整業務職員

【パート】ホームヘルパー
資　格▶�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者

研修修了（旧ヘルパー2級）以上
給　与▶�週5日勤務/時給1,260円～ 

週4日勤務/時給1,200円～ 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年1回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４～5日（応相談）
待　遇▶�介護福祉士手当、通勤・車両借上手当、�

社保加入可能（時間数による）※希望者のみ

時間相談
できます♪

日数・時間日数・時間
相談できます♪

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

応
募

〒061-1446�恵庭市末広町124番地

詳しい応募方法・申込書類はHPより確認できます。

担当/
採用係☎︎0123-33-9436

社会福祉協議会 
職員募集!!

検索恵庭市社会福祉協議会

恵庭 嘱 福祉サービス調整業務職員パ 訪問介護員

期　間▶令和4年1月～3月（更新可能性有）
仕　事▶�社会福祉協議会が行う除雪サービスなど、�

高齢者等との調整業務を行うお仕事です。
資　格▶�福祉事業に関心のある方、�

要普免（AT限定可）、PC（Excel･Word）による�
文書・資料制作が出来る方

給　与▶時給900円
時　間▶8:45～15:30（休憩45分）
勤　務▶週5日
休　日▶�土日祝、年末年始、夏期休暇等
待　遇▶各社保険完備、通勤手当、期末手当等

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 

委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
資　格▶��車通勤可能な方、�

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶�①6:00～11:00�②6:00～13:00��

③6:00～15:00�④17:00～20:00
給　与▶�時給920円
勤　務▶��週2日～�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶�陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724）�

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

☎︎22-2241
（東千歳駐屯地内店舗）

WワークWワーク
シニアシニア
学生ＯＫ!!学生ＯＫ!!

駐屯地内の 駐屯地内の 
ローソンでローソンで
働こう!!働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

［正職員･パート］保育士
資　格▶��［正］保育士�

［パ］保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶��［正］月給150,000円～ 

[パ](保育士免許あり）時給1,000円 
　　（資格なし）時給950円

時　間▶�［正］①8:00～16:30�②10:30～19:00�
［パ］8:00～19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶�［正］週休2日制（年間休日120日以上）��
　　※シフト制�
　　※日曜、祝日、年末年始（12/30～�
　　　翌1/3)はお休みです。�
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業企業主導型保育事業

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士もしくは実務者･初任者研修修了者
給　与▶�月給150,000円～ ※別途夜勤手当支給 

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶�①7:00～15:30�②9:00～17:30�

③11:00～19:30�④17:00～翌9:30
休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷
　　（保育園）小向☎︎27-3232☎︎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。

お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

職 員 募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上

事業所内保育施設あり

《全体共通項目》
待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費

規定支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっ
ぽろ加入、昇給年1回、賞与年2回

受付/平日（月〜金）9:00〜17:00

★ 保育士･介護福祉士の経験10年以上の場合 
年収320万円‼ 

（注1…準世帯主想定　注2…処遇改善含む、夜勤手当･交通費は含まず）

★ダブルワーク･兼業OK‼ （※許可制）
★ 年明けからの勤務も可能！ 

勤務開始日もご相談ください。

デイサービス陽だまりデイサービス陽だまり
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

認知症対応型デイサービス認知症対応型デイサービス

★ホームページにて、求人情報随時更新中♪

［パート］送迎運転手
資　格▶�要普通免許（AT限定可）、ハイエースを運転できる方
給　与▶�時給950円
時　間▶�①8:30～10:00�②15:30～17:00�

★�①と②の間は自由時間です。�
ご帰宅頂いてもOK!!

勤　務▶�週3日（火・木・金曜日。祝日は勤務有）�
※年末年始（12/30～翌1/3）はお休みです。

千歳 正 パ 保育正 介護パ 送迎運転手

仕　事▶�フォークリフトで缶等の�
資材受入や、製造ライン補助作業

資　格▶フォークリフト免許
時　間▶�7:30～16:30、7:50～16:50�

※業務状況による
休　日▶�土日（会社カレンダー）�

※平日休みの場合も有�
※月20日程度の稼働

給　与▶時給1,200円
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶恵庭市戸磯

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

仕　事▶�物流設備の点検・修繕工作
資　格▶経験不問
時　間▶�9:00～18:00（週40h相当）��

※シフト制（勤務時間変動有）
休　日▶�週休2日�※シフト制
給　与▶�月給19～40万円（経験等による）
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（駐車場完備）
勤務先▶江別市�※直接雇用（職業紹介）

JRサッポロビール庭園駅より徒歩10分長期安定

【派遣】フォークリフト作業員 新着
求人

【派遣】プリント配線基盤製造･検査

【契約】物流設備の点検･修繕工作

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）

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!

当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

正社員正社員
登用登用
制度有制度有

急募!!急募!!

恵庭・その他 契 点検・修繕工作派 フォークリフト作業、製造・検査
通所リハビリアシスタント パート

仕　事▶�通所リハビリ送迎時の�
乗降介助、リハビリテーション�
実施時の補助業務�
※詳細は面談にてお伝えします。

資　格▶�未経験者可�
60歳まで�（定年雇用止めの為、更新有）

給　与▶�時給950円
時　間▶�①7:30～13:00�②7:30～17:30�

③7:30～18:00�④8:00～13:00�
⑤13:00～18:00�※①～⑤のシフト制

休　日▶土・日曜、祝日

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎︎24-4191☎︎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�応募はこちらでも▶（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

時給11,,220000円円〜〜
●●実務経験実務経験がある方がある方
●�保険請求事務や医療事務等●�保険請求事務や医療事務等
のの資格資格をお持ちの方をお持ちの方

正職員登用実績あり

https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトリニューアルしました▶

看護補助者 準職員
仕　事▶��病棟における看護補助業務�

看護師の補助や患者さんのお世話等を�
行います。介護士や看護師等を目指す土台と
なる経験を積むことができます。

資　格▶��無資格でも可
給　与▶��時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶��当院規定による
勤　務▶�2交替シフト制、早出・遅出有

《共通項目》�待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

仕　事▶医療事務業務
資　格▶��経験者優遇
給　与▶��時給1,200円～
時　間▶�月・火・木・金/①8:45～17：30�

　　　　　　②8:00～16:45�
　　　　　　③9:15～18:00　�
　　　　　　※シフト制�
水・土/8:45～12:45

休　日▶日曜・祝日

医療事務医療事務スタッフ募集!スタッフ募集!
千歳 準 医療事務員、看護補助者パ 通所リハビリアシスタント

医療事務員 準職員

急募急募

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://peraichi.com/landing_pages/view/keisen-foods
お仕事紹介ページも是非ご覧ください！▼

【勤務時間例】
6:00～9:00、
9:00～14:00等

資　格▶�金・土に勤務できる方歓迎。�
経験がなくてもできる�
仕事です。

時　間▶�6:00～15:00�
の間で応相談

◆野菜のカット等の加工業務

給　与▶時給900円
休　日▶�日曜、祝日、GW、お盆、年末年始　�

※野菜加工業務は祝日出勤の場合有
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給、車通勤可、�
正社員登用制度有

共
通
項
目

勤務開始日
応相談!!

☎︎0123-40-1010 ［受付］
9～16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

長期歓迎長期歓迎

資　格▶�要普通免許
時　間▶7:00～16:00

◆青果部ルート配送業務

千歳 パ 加工、ルート配送

仕　事▶ホテル等へ、リネンのルート配送
資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上、�

要普通免許（平成19年6月以降免許取得者は�
要中型免許、AT限定不可）

給　与▶�基本給160,000円 
※特殊手当/10,000円

時　間▶�5:00～14:00��※休憩1h�
※残業有（月20～30h程度）

休　日▶シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

★ホテル配送業務拡大のため増員 千歳支店

2・4t箱車ドライバー2・4t箱車ドライバー
募集中!!募集中!!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
委細面談にて決定致します。 

千歳支店 〒066-0077�千歳市上長都1050番地1

☎︎0123-24-2126
【受付】9～17時

千歳 契 2・4t箱車ドライバー

●決められたルートの配送・送迎です♪
●未経験者歓迎!

仕　事▶�生活情報紙「ちゃんと」の�
折込・配布

資　格▶�年齢不問（健康な方）��
★短期もOK

給　与▶�1部配布7.5円～ 
（ページ数により変動あり） 
＋チラシ折込手当 
＋増ページ手当+皆勤賞

勤　務▶�毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶�木曜/5:00～19:00　�

金曜/5:00～18:00�
の間で実働1～3h位�
（配布場所による）

皆勤賞皆勤賞1ヶ月休まず
がんばろう！

ああ
りり
‼︎‼︎

恵庭市

島松本町4丁目

島松仲町1・3丁目

恵み野南2・4丁目

恵み野西6丁目

黄金南1丁目

北柏木町1・2丁目

福住町2丁目

緑町1・2丁目

白樺町2丁目

千歳市

長都駅前4丁目

稲穂2・4丁目

清流5丁目

豊里2丁目

寿1丁目

信濃2・3・4丁目

栄町1・4・6丁目

桂木1・3丁目

真々地1丁目

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎︎0123-27-0911応
募

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行 ★�他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

年齢不問 短期OK

配布員配布員募集募集

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

清掃兼受付
スタッフ募集‼︎

急募

☎︎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶�時給889円　 
※ 月収例/889円×7h×12日 

＝74,676円
時　間▶�8:45～17:15　※実働7h
勤　務▶�月12日（シフト制）�

※友引、元日はお休み
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

車通勤可（車通勤の方が通いやすい�
場所にあります。）

勤務先▶千歳市葬斎場/千歳市根志越1365

� 主に施設の日常清掃、他、ペットの�
火葬受付やご遺族様への案内業務

千歳 パ 清掃、受付


