
2022年1月1日（土）ちゃんと 16

仕　事▶ 半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶ 時給889円～ ※試用期間3ヶ月有
時　間▶ 8:30～17:30（実働8h）
休　日▶ 年間120日、土・日曜日、祝日 

※土曜日･祝日出勤有（年間5日程度）
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、車通勤可

㈱京都セミコンダクター 恵庭事業所
〒061-1405　恵庭市戸磯385-31

女性が
活躍中の 
職場です♪

担当/原・宮川☎34-3111
電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

未経験者歓迎‼
ほとんどの方が未経験から始めています★

半導体チップの

外観検査
スタッフ
募集‼

恵庭 パ 検査
勤務先▶ けあビジョンホーム恵庭/ 

恵庭市柏木町4丁目9-18
仕　事▶ 介護業務、調理、清掃等、 

介護施設業務全般
資　格▶未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 正/月21～39万円　 

　 ※夜勤手当5回分を含む 
パ/時給930円 
　 +夜勤手当6,000円/1回　 
　 介護福祉士は時給980円

時　間▶ ①7:15～16:15　 
②10:00～19:00　 
③16:00～翌9:00  
※パートは応相談

休　日▶ シフト制　※年間110日(正社員)　 
※パートは応相談

待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費全額支給、車通勤
可、食事補助有、昇給年1回、有給休暇、 
特定処遇改善加算、賞与有（’20年度実績
2.0ヶ月）

恵庭市柏木町
4丁目9-18

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-39-5550けあビジョンホーム恵庭

★ 働く職員も幸せ。 
噂話、陰口禁止の職場を目指しています。

「社会に貢献した人々に尽くす」
という運営方針の元、

明るく元気に働いています。
一緒に働く
元気な仲間を
募集します!

担当/坂井

高収入

正社員 月21～39万円
パート 時給930円～

恵庭 正 パ 介護職員

給　与▶ ［正職員］月給145,000～249,000円 
［パート］時給950円

時　間▶ ［正職員］8:45～17:15 
［パート］応相談

休　日▶土日祝、年末年始
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、無料駐車場有、退職金制度有
勤務先▶ 向陽台病院〈療養型〉（千歳市若草1丁目10-11）、 

千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）

医療事務員

☎23-4111 12/30～1/3は
お休みです。

パート勤務は

勤務時間・日数
応相談!!

★ 看護師・看護助手も 
同時募集中！
問い合わせだけでもOK！【担当】斉藤

医療法人同仁会

千歳第一病院
千歳市東雲町1丁目11 https://www.dojinkai-group.com/

正社員
パート

千歳 正 パ 医療事務員

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車内清掃。掃除機 

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
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
年末年始は12/28～1/5までお休みです。

簡単作業! 連休有!未経験者歓迎!

女性も多数
活躍中！

恵庭 契 洗浄ライン作業

丁寧指導で未経験の方も安心!!

千歳カントリークラブ

千歳カントリークラブ
〒066-0005 千歳市協和814

http://www.chitosecc.jp/

　スタート［期間社員］
◆スタート業務
時　間▶ 5:30～18:30の間で実働8h
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 月8～9日

　コース管理［期間社員・パート］
◆コース整備
時　間▶ 5:00～17:00の間で実働8h
給　与▶ 経験者/時給1,100円～ 

未経験者/時給1,000円～
休　日▶ 月6～8日

　ゴルフ場幹部候補［契約社員］
時　間▶5:00～19:00の間で実働8h
給　与▶ 月22～28万円 ※当社規定による
休　日▶ 月8日 ※年間休日111日

スタッフ募集
2022年度

千歳・安平・長沼から車通勤 JR千歳駅から車で30分程度、安平町・長沼町から車で15分程度

期　間▶2022年4月1日～11月30日
　　　　※契約社員は1年毎の契約（更新有）
勤　務▶ シフト制
資　格▶ 年齢不問、未経験者歓迎、経験者優遇、 

車通勤できる方
待　遇▶ 各種社会保険完備、制服貸与、 

車通勤可（交通費規定支給）

共
通
項
目

☎0123-21-2301
電話連絡の上、写真付履歴書をご用意ください。委細面談にて。

※ 1月6日から 
受け付けます。

　レストラン［期間社員］
◆調理師
時　間▶7:00～17:00の間で週40h
給　与▶ 時給1,300～1,500円
休　日▶ 月5～7日

　フロント［期間社員］
◆フロント業務
時　間▶5:30～18:00の間で実働4～8h
給　与▶ 時給1,000円～
休　日▶ 月8～9日

千歳 契 運営幹部候補期 スタート、レストラン、フロント期 パ コース管理

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

すぐに働けます! まずはお電話ください。

クリーニングスタッフ募集!

■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207 ☎0123-28-3771㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

待　遇▶ 送迎有(千歳市内のみ、応相談）、社保完備、車通勤OK、 
交通費規定支給、昇給有、社員登用有、試用期間有

小～大型の洗濯乾燥機の操作と関連 
業務全般を行います。

時　間▶ 7:00～19:00の間で実働6～8h
勤　務▶ 週4～5日で応相談（土･日曜休み） 
給　与▶時給890円～

洗濯乾燥担当スタッフ

社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪
子育てママ応援中!! 勤務時間調整OK♪送迎有!

クリーニング品仕上げスタッフ

時　間▶ 基本8:00～17:00の間で実働6～8h 
※応相談 （例/9:00～15:00、10:00～17:00等）

勤　務▶ 週2～5日で応相談（土･日曜休み）
給　与▶時給890円～

シーツ・タオル等を機械に入れたり、 
手で畳むカンタン作業!!

※マイカー通勤可能な方限定

共通
項目

経験
不問 午後から18時まで働ける方！すぐに働けます♪

20～40代
活躍中!!

 短期も
大歓迎!!

千歳 ア パ 工場作業

  ◆勤務先

北広島市北進町1丁目2-2 北広島ターミナルビル4F

【受付/8:40～17:20】
担当/山川

まずはお気軽にお電話ください。HPからの応募も可。

★12/29～1/4までお休みです。
☎011-372-0073

(株)北海道中央牧場千歳農場
勇払郡安平町早来富岡160番地

hokkaido-chuobokujo.com 

◆豚の生産農場での補助作業（パート）

◆豚の生産農場での管理業務（正社員）

資　格▶大型特殊免許を持っている方
給　与▶ 時給889円～
時　間▶ 8:00～17:00(実働7時間40分） 

※勤務時間応相談
休　日▶ シフト制、年間102日
待　遇▶ 交通費支給（上限有）、各社保完備、 

制服貸与

資　格▶普通免許を持っている方、高卒以上
給　与▶ 月165,000～250,000円
時　間▶ 8:00～17:00(実働7時間40分）
休　日▶ シフト制、年間102日
待　遇▶ 交通費支給（上限有）、各社保完備、 

昇給有（年1回）、賞与有（年2回）、制服貸与

安心･安全は夢の大地から
　北海道をめしあがれ♪

安平 正 パ 畜産業務

清掃兼受付
スタッフ募集‼

急募

(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

☎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

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許 ★二種免許取得養成制度有
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★18～20時の間に出勤し、 
　帰庫は出庫から10時間半後

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　 

※入社後1年間は給与保証有(当社規定による） 
　日勤/月210,000円～　夜勤/月250,000円～

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円/規定有）、 
制服貸与、退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

ドライブレコーダー･GPS･
防犯ガラス有!!  安心して働ける♪

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

担当/古瀬☎22-0866
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバー

無理せず働く！
週休2日制

さわやか無線センター

女性ドライバーも積極採用中！
現在3名が
活躍中！ 日勤のみ！

募
集

千歳 嘱 タクシー乗務員

まずはお気軽にお電話ください。
写真付履歴書を下記住所にご郵送ください。

面接は勤務先で行います。

受付/9～17時　担当/中井宛

☎0126-23-3340

仕　事▶ 燃料取引客へのガス検針、集金業務やス
トーブ・ガスコンロ・家電製品等、生活必需
品の提案、納品（取付）業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶ 月給180,000～270,000円 

※試用期間3～6ヶ月/日給8,500～12,000円
時　間▶9:00～18:00　※時間外労働/月平均5h
休　日▶ 日・祝（他当社カレンダーによる）、お盆、 

年末年始　※年間休日105日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

家族手当、住宅手当、資格手当、 
燃料手当（10～3月）

勤務先▶ 末広営業所（恵庭市戸磯345-4） 
千歳営業所（千歳市新富3丁目11-27） 
札南営業所（北広島市大曲柏葉5丁目2-3）

〒068-0008 岩見沢市8条東1丁目3番地

北燃商事株式会社
【HP】https://www.hokunen.jp/

正
社
員 顧客管理スタッフ

募集!!

異業職からの転職も歓迎！
未経験からスタートした先輩社員も活躍中！

入社後は先輩社員が同行！ 未経験の方も安心！

お客様からの
「ありがとう」が
やりがいに♪

千歳・恵庭・他 正 顧客管理スタッフ


