
2022年1月14日（金）ちゃんと 10

えにわ内科・消化器内科クリニック

〒063-0061 札幌市西区西町北6丁目1-1ユニビル2階
(本間社会保険労務士事務所)【担当/本間】

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
☎011-676-6972平日

恵庭市柏陽町3丁目29番地10  https://eniwa-cl.com/

恵庭 正 看護師・准看護師

資　格▶ 看護師又は准看護師、 
内科・消化器科勤務経験者尚可

給　与▶月給220,000～280,000円
時　間▶ 9:00～19:30の間でシフト制

（休憩1h）
休　日▶シフト制、火曜、第2日曜、祝日  
待　遇▶ 社会保険完備、交通費規定支給

（月上限15,000円迄）、車通勤
可（従業員用無料駐車場有）、 
有給休暇、試用期間3ヶ月

看護師募集!

土日休みも 
月に1、2回有

昇給・賞与有

パート勤務も可
時給1,200
～1,500円

給　与▶時給898円～
時　間▶15:00～18:00
勤　務▶月～土の中から週3日程度
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給

パ
ー
ト

給　与▶  月給157,000円～
時　間▶8:00～17:00（実働8h）
休　日▶土、日、祝日
待　遇▶ 社保完備、賞与有、退職金制度有、 

制服貸与、交通費規定支給

正
社
員

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 090-9753-1491

勤務先▶北海道文教大学（恵庭市黄金中央5丁目）

勤務先▶北海道文教大学付属幼稚園（恵庭市漁町396）

清掃スタッフ募集中!

☎0123-24-3771平日

恵庭 正 パ 清掃

株式会社 報業社 千歳市北栄2丁目27-2

採用担当者☎23-2878
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

仕　事▶ 文具・書籍・食品等を取り扱う売店で、 
レジ操作や品出し等をしていただきます。

資　格▶ 未経験者歓迎、扶養控除内・掛持ち勤務もOK
時　間▶ 【平日】17:30～20:30 

【土日祝】10:00～18:00  
※実働3～4h位　※シフト制

給　与▶ 時給890円
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

制服貸与、車通勤可
勤務先▶ コンビニYショップ/ 

恵庭市西島松308（自衛隊島松駐屯地内厚生センター）

恵庭 パ 店内業務全般

店内業務スタッフ急募!!

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）、 

社員登用有

恵庭市戸磯【派遣】プリント配線基盤製造・検査
★入社祝金3万円支給（規定有）

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）

0120-095-350
まずはお気軽にお電話ください。

当社HPお問合せフォームからも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/
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）

江別市【契約】物流設備の点検・修繕工作

正社員
登用
制度有

時給1,100円～
月給19～40万円

【派遣】プリント配線基盤製造･検査

急募!
【契約】物流設備の点検･修繕工作

経験不問!

恵庭・その他 契 点検・修繕工作派 製造・検査

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

世界の優れた農業機械を日本中の農家さんへ 
お届けする仕事です！

https://www.idec-jpn.com/勇払郡安平町遠浅
746番地2株式会社 IDEC

仕　事▶ 農業機械を全国の販売店へ出荷する前の最終点検及び、
部品の取り付け作業、他

資　格▶ 年齢・学歴・経験不問、要普通免許(AT限定不可)
給　与▶ 月170,000～280,000円 

※試用期間6ヶ月/同条件
時　間▶  11～3月/月～金 9:00～17:00 

4～10月/ 月～金 8:30～17:30 
隔週土曜日 9:00～17:00

休　日▶ 11～3月/土日祝 
4～10月/日祝、隔週土曜日 
※年間休日114日

待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給（上限3万円）、駐車場有、 
昇給・賞与有/年2回、住宅手当支給

製品出荷スタッフ募
集

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0145-22-2237担当/高田

令和4年で45周年
1977年2月 創立

丁寧な研修がありますので
未経験の方も安心して 
ご応募ください。

経験不問！
専門知識不要！

安平 正 製品出荷スタッフ

急募‼

製造員募集アルバイト

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1 ★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

《受付》9～18時
人事採用担当まで☎0123-34-1128まずは、お気軽にお電話ください。

期間の延長や
長期勤務への移行も可能!即日～1月末

仕　事▶ パン・和洋菓子・弁当等の製造補助および仕分け 
（ベルトコンベアを利用した仕上げ・盛り付け等のライン作業）

時　間▶ 昼勤/9:00～18:00（休憩1h）、14:00～18:00 
夜勤/19:00～翌4:00（休憩1h） 　 
※生産量に応じ、2h程度の残業の可能性有

給　与▶ 昼勤/時給900円 夜勤/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！ 
　（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
　毎月末3日間と毎月初めの3日間は、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・ひげは禁止、貴金属類の着用不可
待　遇▶ 交通費規定支給、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

★JR恵庭駅から無料送迎バス有！　★パートも同時募集！ 興味のある方はお問合せください。

月末・月初
手当あり! ※実働6h以上の方が対象※月初/1～3日　月末/28～30日又は29～31日

1日出勤毎に +1,000円 ▶ 1ヶ月で最大 +6,000円

期間

みーんな大歓迎!!

土日のみ
1日だけ
主婦（夫）
学生さん

平日のみ夜勤急募
WワークOK

恵庭 ア 製造
千歳市休日夜間
急病センター

看護師
千歳市会計年度任用職員

★ダブルワーク可能‼

☎0123-25-6131問い合わせ先

期　間▶ 令和4年4月1日～令和5年3月31日まで（1年毎に継続更新あり）
資　格▶ 看護師・准看護師免許
給　与▶ 看護師/時給2,200～2,750円　准看護師/時給2,100～2,625円
時　間▶ 【平日日勤】8:45～17:00　【日曜・祝日・年末年始日勤】8:45～19:00 

【遅出】13:30～19:00　【準夜勤】18:30～翌0:00　【準深夜勤】18:30～翌7:30
休　日▶ 4週8休
待　遇▶ 各社保完備、期末手当、有給休暇、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶千歳市休日夜間急病センター ささえーる（千歳市東雲町1丁目8番1号）

募集‼
週29時間 
勤務

▶▶▶

応募の詳細については、
千歳市ホームページの
職員採用情報をご覧ください▶

千歳市 職員採用情報

千歳市保健福祉部　救急医療課
(千歳市休日夜間急病センター)

千歳市東雲町 
1丁目8番1号

募集期間
1/11火～31月

採用日
4/1金

千歳 臨 看護師

有限会社 イーワークス
人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地 恵庭商工会議所ビル1F

お気軽にお電話ください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

LINE登録
はこちら

◆紙製品製造作業/恵庭市

期　間▶即日～長期（更新制）
仕　事▶ 製造機械への原料供給、完成品のとりまとめや運

搬、機械の設定準備等のお仕事です。
時　間▶8：00～16：45
給　与▶時給1,100円＋交通費規定支給
休　日▶指定土曜日、日曜日、祝日、他大型連休有

★数名での作業なので未経験でも安心♪
★工場見学可能です♪お気軽にご相談を！

期　間▶即日～長期（更新制）
仕　事▶ 伝票発行や整理、PCでの数量の入力、 

仕分けリストの作成や配車に関する補助業務
時　間▶8:00～17:00 ※繁忙期、早出･残業有
給　与▶時給1,000円＋交通費規定支給
休　日▶週休2日 ※シフト制（休日固定相談可）

◆物流会社での配車事務/恵庭市

★早出勤務（朝6:00～）が出来る方大歓迎♪
★男性活躍中！

私服
  OK！

待　遇▶ 厚生年金、健康保険、 
雇用保険、労災保険完備共通事項

紙製品製造作業
配車事務

お仕事登録相談会

★ご登録をご希望の方は履歴書をお持ちください。

★当日ご都合の合わない方はお電話ください。

他にもお仕事多数ご用意しております♪

時間 9:00～12:00
（最終受付11:30）

18日火･19日水･20日木日程

場所 恵庭市民会館1階 市民相談室
（恵庭市新町10番地）

1月

恵庭 派 紙製品製造作業、配車事務

募集‼

&

【安平町早来】洋菓子製造/長期
仕　事▶ ①生地・クリーム製造  

②ライン・梱包・入出荷作業
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:30～17:30
給　与▶ ①時給1,150円 ②時給1,000円
休　日▶週休2日 ※希望休相談可

【千歳市】チョコレート製造/即日～2月末
時　間▶8:30～17:30、12:00～21:00
給　与▶時給950円
休　日▶土日

㈱トーティック 千歳市信濃4丁目8-13札幌事業所
■一般労働派遣事業（派01-300501）
☎0123-25-8775応募 【受付/8:30～18:00】採用係

★ そのほか、自動車部品製造、レンタカースタッフ、 
精肉加工、などオシゴトいろいろあります。

日払い
週払い
OK

送迎有♪

《共通項目》
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、日払い・週払い可（規定有）

千歳・安平 派 チョコレート製造、洋菓子製造

介護 夜勤専属

Wワーク
OK

スタッフ募集! 各2名募集
夜勤専属スタッフ ［パート］ 
資　格▶ 無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤務で

きる方歓迎、介護職員初任者研修 
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶ 16:30～翌9:30
勤　務▶ 週2日 ※応相談
給　与▶ 夜勤1回16,000円（夜勤手当含む）
待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参または郵送ください。

〒066-0073 千歳市北斗4丁目5番6号
☎26-5300（グループホーム 笑顔の郷）

小規模多機能型
事業所 憩の郷

いこい さと 認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷

介護スタッフ ［正職員/パート］
資　格▶ 《正社員》介護福祉士 

《パート》 無資格OK・ブランクのある方歓迎・土日
勤務できる方歓迎・介護職員初任者研修
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶ 《正社員》 ①7:00～19:00の間で8h 
②16:30～翌9:00（夜勤）

　　　　《パート》 短時間7:00～19:00の間で応相談 
フルタイム9:00～18:00

勤　務▶ 《正社員》シフト制 
《パート》週3～5日

給　与▶ 《正社員》184,000円～（資格手当・夜勤4回分含む）
　※経験年数により優遇、 
試用期間3ヶ月有り/月160,000円 
《パート》時給890円～ 
　※資格手当、夜勤手当、年2回賞与有、 
試用期間3ヶ月有り/時給890円

待　遇▶ 雇用保険、交通費規定支給、 
《正社員》社保完備　《パート》社員登用制度有

共通
項目

勤務先▶ 小規模多機能型事業所 憩の郷 
または グループホーム 笑顔の郷

千歳 正 パ 介護スタッフパ 夜勤専属スタッフ

★土日休み　★力仕事なし 
★カンタンなお仕事！

徹底した新型コロナウイルス感染症
対策で安心して働ける環境です♪

千歳市末広2丁目1-12-2F㈱G&Best 担当/遠藤☎0123-21-8388

まずはお気軽にお電話ください。
面接の際は写真付き履歴書をお持ちください。
在職中の方も、面接日はお気軽にご相談ください。 

長期休暇がある月も
基本給の変動なし!!
安定した収入が得られます♪

GW、お盆、
年末年始の
長期休暇あり

20～40代の女性多数活躍中!!
仕　事▶ 自動車部品（完成品）を目視や顕微鏡を使用して

検査します。他、製品の箱詰め等の出荷準備。
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎
給　与▶ ［正］ 月160,000円～  

※試用期間1～3ヶ月/時給900円 
※能力・経験により昇給有 
★月収例/月160,000円＋残業代 
　（40h分）＋交通費＝210,000円

　　　　［パ］ 時給900円～ 
★月収例/時給900円×週5日×1日8h 
　＝月144,000円

時　間▶ ［正･パ］ ①8:00～17:00  
②9:00～18:00 
③13:00～22:00 
※①～③選択可能

　　　　［パ］ ④15:00～22:00（実働4h～OK）
勤　務▶ ①②③月～金曜、④週3日～
休　日▶ 土･日曜、GW（9～10日）、お盆（9～10日）、 

年末年始（9～10日）
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給(月8千円ま

で)、車通勤可、無料駐車場完備、作業服貸、昇給年
1回、昼食のお弁当（380円程度）注文可能、育児・
介護休暇取得実績有、60歳定年制、①･②･③の
パートは能力に応じて正社員登用有

勤務先▶ 不二電子工業㈱千歳工場内（千歳市泉沢1007-211）

◆自動車部品の検査・出荷準備

Wワーク
OK！

夏は涼しく、冬は暖かく快適な職場です‼
千歳 正 パ 自動車部品の検査・出荷準備 


