
2022 年 1 月 21 日（金） ちゃんと13

Wワークの方はお昼の仕事が長引いても1本ご連絡を�
いただければ大丈夫！同じ働き方をしている方が多�
数いますので、持ちつ持たれつ協力しながら作業を�
行っています。

期　間▶長期
時　間▶��20:00～24:00�

※19：00～が良いなど、ご相談ください。
給　与▶�時給1,125円　※20：00〜22：00は時給900円
勤　務▶週3日/週4日/週5日
休　日▶シフト制　※お休み希望は考慮
待　遇▶�雇用保険、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶北広島市大曲中央1丁目4−1
応　募▶�ご自宅で面接OK!WEB面接推奨（LINE/ZOOM/他）�

※ネット環境がない方は出張面接もご相談ください。

Wワークの方に 
おすすめ

時給1,125円

札幌市東区北42条東15丁目1-1�
栄町ビル6F

派01-300396�
01-ユ-300283

詳細はコチラ！
お好きな日時で 
面接予約も 
できます。

受付▶︎平日9：00〜18：00応募
はやい さいよう

0120-881-314

夜
間
　
4
時
間
パ
ー
ト

おにぎりのトッピングおにぎりのトッピング鮭鮭

【仕事内容】
おにぎりの具材をつまんで盛付け！
あとは機械が自動で三角にしてくれます。

北広島 派 鮭おにぎりのトッピング

仕　事▶�障がいを持つ児童を放課後や学校の休校日に�
お預かりしての療育支援。�
学校や自宅からの送迎、支援記録の入力等。

資　格▶�保育士資格
給　与▶�正職員/20〜23万円 

※試用期間3ヶ月/時給1,000〜1,500円 
パート/時給1,000〜1,500円

時　間▶��10:00～19:00　※休憩1h
休　日▶�週休2日制　※祝日勤務有
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

昇給年1回、賞与年2回、有給休暇

恵庭市島松仲町1丁目2-12

まずはお気軽にお電話ください。

児童発達支援事業所 ファンふぁーれ

1月OPEN予定‼1月OPEN予定‼ NEWスタッフNEWスタッフ募募
集集

☎0123-25-5015応募 担当/�甲斐・�
長谷川

恵庭 正 パ 保育士

給　与▶①時給900円 ②時給1,000円
時　間▶��①10:30～14:00�

②17:00または18：00～22：30�※変動有
休　日▶�シフト制�※希望に合わせます。
待　遇▶�交通費規定支給、食事補助、�

制服貸与、車通勤可能

 ★給与は週払いです。

千歳市北陽3丁目8-17

お気軽にお電話ください。

☎0123-25-3000
焼肉ドルバ

担当/マスダ

�ホ�ホーールスタルスタッッフフ
募集中!!募集中!!

千歳 ア ホールスタッフ

仕　事▶�浴場内・岩盤浴場内、館内共用部分のモップ
掛けや、消毒等の簡単な清掃

給　与▶�時給890円
時　間▶�①6:00～9:00�

②14:00～19:30　※女性浴場への出入
りがあるため女性限定

勤　務▶週2～4日の間で応相談
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、制服貸与、従業員割引有（一緒に来店
した家族も対象）、仕事終わりの温泉入浴無料

恵庭 パ 浴場管理

★★WワークOK!!WワークOK!!
★★扶養内勤務です！扶養内勤務です！

恵庭市戸磯恵庭市戸磯
397-2397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・こんどう☎32-2615応募

早朝・営業中の早朝・営業中の

浴場清掃浴場清掃
パ
ー
ト
仕事終わりの仕事終わりの温泉入浴無料温泉入浴無料です！です！

《全職種共通項目》
勤　務▶シフト制�※日数・時間はご希望をお伺いします。�
待　遇▶�各種保険完備(時間数による）、制服貸与、�

交通費規定支給、試用期間3ヶ月

◆調理補助
給　与▶ 時給950円
時　間▶�①4:00～13:00（実働8h�※応相談）�

②8:30～13:30（実働8h�※応相談）

◆食器洗浄
給　与▶ 時給900円
時　間▶�①9:30～18:30（実働7h）�

②9:30～16:00（実働5h）�
③12:00～18:30（実働5h）　※①～③選択OK�
④12:00～18:00（実働4.5h）/土日祝

未経験者未経験者
OK！OK！

未経験者未経験者
OK！OK！

《勤務先》南恵庭駐屯地内隊員食堂

札幌市中央区南2条
西11丁目327-12-403協働美装㈱札幌支店応募 ☎011-215-8908

◆調理師（フルタイム）
給　与▶時給1,200円　　　　資　格▶調理師資格必須
時　間▶�①4:00～13:00（実働8h）��

②8:30～18:30（実働8h）�※①②選択可

◆調理補助
給　与▶�時給950円
時　間▶�①4:00～13:00（実働8h�※応相談）�

②8:30～18:30（実働8h�※応相談）�
③14:30～18:30（実働3.5h�※応相談）

◆食器洗浄
給　与▶�時給900円
時　間▶�①9:30～19:00（実働6.75h）�

②15:00～19:00（実働3.5h）�
③9:30～13:15（実働3.25h）�※他、時間応相談

未経験者未経験者
OK！OK！

未経験者未経験者
OK！OK！

《勤務先》北恵庭駐屯地内隊員食堂

★短時間勤務OK！

恵庭 パ 調理師、調理補助、食器洗浄

仕　事▶�お土産品の店内販売業務全般
資　格▶�未経験者可
給　与▶�時給900円
時　間▶�13:00～19:00　※応相談
休　日▶�平日のみ（土・日・祝勤務）�

※可能な範囲で希望に応えます。
待　遇▶�各社保完備、交通費全額支給、制服貸与
勤務先▶新千歳空港ターミナルビル2F

札幌市白石区東札幌
1条1丁目1-8

☎011-811-7890 担当/渡辺・飯塚

はじめての方も大歓迎‼︎
人と接することが好きな方、
まずはお気軽にお電話ください！

土・日・祝の限定パート募集
千歳 パ 販売スタッフ

学生学生
歓迎歓迎

◆介護職員/正社員・パート
仕　事▶�入居者･認知症高齢者の生活介護全般
給　与▶�正/月給202,000〜212,388円 

　 ※経験・年齢・資格による  
　 ※賞与、夜勤手当1回5,000円（月5回）、処遇改善手当を含む 
パ/時給890〜920円

時　間▶�正/［日勤］8:30～17:30��［早出］6:30～15:30�
　��［夜勤］15:30～翌9:30�※利用者状況により遅番有�
パ/応相談

勤　務▶�4週8休�★年3日特別休暇有

◆調理員/パ
仕　事▶�デイホームでの昼の食事調理
給　与▶�時給890〜920円　時　間▶�8:00～14:00

待　遇▶�昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶�未経験歓迎・無資格もOK�

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可�
��（約半額の還付金制度有）

勤務先▶�グループホームえみな�ゆうまいの家�
（千歳市勇舞7丁目10-12）、�
小規模多機能ホーム�エルムの家�
ヘルパーステーションえみな�
（千歳市長都駅前5丁目1-10）、�
デイハウスえみな（通所介護）�
（千歳市勇舞1丁目2-2）

共
通
項
目

★�未経験者多数勤務しています！�★勤務開始日応相談

千歳市勇舞1丁目2-2

まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田

㈱えみな

株
式
会
社
え
み
な
は

株
式
会
社
え
み
な
は「
心
に
寄
り
添
う
介
護
」

「
心
に
寄
り
添
う
介
護
」の
提
供
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

の
提
供
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

※夜勤明けの次回勤務は47〜71h後となります。 働きながら えみな介護職員養成講座で働きながら えみな介護職員養成講座で
初任者研修受講できます♬初任者研修受講できます♬資格資格がないがない方でも方でも

年末年始年末年始
手当支給手当支給

◆夜勤専任/パート
安心出来るよう、ペアー指導で覚えて頂きます。
仕　事▶�入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶ 1勤務19,240〜20,040円
時　間▶�15:30～翌9:30
勤　務▶�週1～2回�※回数、時間応相談

Wワーク
OK

千歳 正 介護職員パ 介護職員、調理員

☎23-2262（えみな�うらら家
か

） 080-7656-6610

≪新型コロナウイルス感染防止対策≫電話面接も承ります！ 0120-622-468
まずはお気軽にお問合せください。

労働者派遣事業(派01-300002)� 職業紹介事業(01-ユ-300120)�
〈本社〉 札幌市白石区北郷2条4丁目5-8

ネイヴルソリューションスタッフ株式
会社

北海道で派遣を始めて22年──�総合人材サービス�

ネイヴル

ー最新情報はHPから♪ー
http://www.navel-g.co.jp/

給　与▶月給20〜25万円
時　間▶�9:00～18:00　※休憩60分
勤　務▶週休2日（土・日・祝・他）
待　遇▶�通勤手当規定支給、各社保完備、屋内禁煙、�

社有車および社有スマホ貸与
勤務先▶札幌市白石区または苫小牧市柏原

◆ 営業 / 正社員

期　間▶�長期
給　与▶�時給1,600〜1,700円 

※交通費規定支給　※22時以降深夜割増有
資　格▶リフト免許あれば尚可
時　間▶�3交代　※休憩は各60分�

①8:00～16:00�②16:00～0:00�
③0:00～8：00

勤　務▶3勤1休
待　遇▶�通勤手当規定支給、給与週払い制度有（規定有）、�

分煙（屋内に喫煙所有）、�
リフト等資格取得制度有（自己負担なし！）

勤務先▶恵庭市恵南

◆ 断熱材製造作業 / 派遣社員

期　間▶�長期
給　与▶�時給1,050円+諸手当　※22時以降深夜割増有 

【月収例/240,000円以上可能】
時　間▶�2交代　※休憩は各60分�

①8:30～17:20�②22:00～翌6:50
待　遇▶�通勤手当規定支給、時差手当支給、屋内禁煙、入社

祝金5万・更新祝金5万支給有（規定有）、寮費3ヶ
月無料！（その後は光熱費込みで月額20,000円）

勤務先▶苫小牧市勇払

◆ 自動車無段変速機の製造 / 職業紹介

恵庭・その他 正 営業派 紹 製造

オシゴト相談会開催！
お気軽にお立ち寄りください♪

予約予約
優先優先

場所
9：00〜12：00

日時 2022年1月22日 土

恵庭市新町10（恵庭市役所隣）
恵庭市民会館 1階市民相談室

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（年間所定休日108日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
★シフト応相談

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）、�

65歳未満（定年雇い止めのため）
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

安心・安定企業で長くお勤めいただけます。
簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

女性女性もも多数多数
活躍中！活躍中！

恵庭 契 洗浄ライン作業千歳 パ 清掃

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

女性が女性が
活躍中の 活躍中の 
職場です♪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。

未経験者未経験者歓迎‼︎歓迎‼︎
ほとんどの方が未経験から始めています★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

外観検査外観検査
スタッフスタッフ
募集‼︎募集‼︎

恵庭 パ 検査

〒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 https://www.foryou-hp.or.jpウェブサイトもご覧ください▶

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

医療事務員 準職員

千歳 準 医療事務員、施設員、送迎ドライバーパ リハビリアシスタント

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

扶養内扶養内
勤務勤務

送迎ドライバー 準職員
仕　事▶�通所リハビリの送迎及び介助、車両管理
資　格▶�要普免、�

60歳まで�※定年雇用止めの為�※更新有
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�7:30～18:00の間で実働8h（休憩含む）�

※シフトによる
休　日▶�土日・祝日

施設員 準職員
仕　事▶��病院内の施設・設備管理全般
資　格▶�要普通免許（AT限定可）、大型特殊免許、危険物

第二類、四類あれば尚可、18歳以上（深夜勤務が
あるため）　

給　与▶日給8,800円　宿直１回/15,000円
時　間▶��①8:45～17:30　�

②17:30～翌8:45(月5回程度）
休　日▶週休2日+祝日　※シフト制
《共通項目》�待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

スタッフ募集44職種職種

恵方巻き製造
スタッフ募集!

㈱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

希望の店舗に電話連絡の上、
写真付き履歴書をお持ちください。

Web応募共通項目 期　間▶2月3日のみ

千歳・恵庭 ア パ 店内業務

給　与▶時給1,100円
時　間▶�7：00～12：00

◆さかなやの寿司/恵方巻き製造

6名募集6名募集

☎23-7667
応募

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店

給　与▶時給1,100円
時　間▶�7:00～15:30（休憩1時間） 30名募集30名募集

☎26-6660千歳市日の出1丁目1-66
千歳店 応募

給　与▶時給1,100円
時　間▶�7:30～13:30、�

12:00～16:00
30名募集30名募集

☎39-7777
応募

給　与▶時給1,000円
時　間▶�7:30～14:00 3名募集3名募集

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

2月3日
のみの
短期!

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの
清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

0120-03-6323
　080-2871-5294

千歳 パ 清掃

◆ちとせモール
時　間▶�8：00～11：30�

14:30～19:30�
※シフト制

勤　務▶�週5日程度
給　与▶時給889円
資　格▶未経験者歓迎
待　遇▶�労災保険、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可

勤務日数 
相談可！！
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