
2022年3月18日（金） ちゃんと13

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

給　与▶�①時給950円〜　②時給889円〜
時　間▶�①8:30〜16:15（実働7h　休憩45分）�

②10:00〜15:00（実働4.5h　休憩30分）�
※多少の残業の場合有

休　日▶�①週休2日制　※シフト制
勤　務▶�②週3日〜OK�

※�フルで働きたい方（週30h以上）社保加入可、�
要相談

待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテルの ❶清掃責任者 ❷客室清掃者

車通勤OK

未経験者OK

千歳 パ 清掃責任者、客室清掃者

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587㈱アスクゲートノース

WEB面接も可能です。
まずはお気軽にお問合せください。

★�掲載以外にも求人ございます。ご希望の条件などお気軽にお問合せください。★�掲載以外にも求人ございます。ご希望の条件などお気軽にお問合せください。

給　与▶�時給1,050円〜
時　間▶�①8:30〜17:30　②15:00〜24:00�

③17:00〜翌2:00�
※①〜③で希望の時間帯

期　間▶�即日〜長期
休　日▶土日　※工場カレンダーによる

洋菓子製造スタッフ

時給1,050円〜

即日〜長期
千
歳
市

給　与▶�時給1,000円〜
時　間▶�8:30〜17:30
期　間▶�4月〜6月中旬
勤　務▶週3〜5日

時給1,000円〜

千
歳
市

パソコンの検査スタッフ
4月〜6月中旬

給　与▶�①時給1,300円〜　②時給1,000円〜�
③時給1,100円〜

時　間▶�9:00〜18:00　※時期により時間帯要相談
期　間▶令和5年3月末まで
休　日▶�日、他1日

①調理師 ②調理補助 ③配膳
新着求人

恵
庭
市

★交通費規定支給

★幅広い年齢層
活躍中

1,300〜
円

時
給① 1,000〜

円
時
給② 1,100〜

円
時
給③

★勤務日数・時間帯相談可

千
歳
・
恵
庭 

安
平
・
近
郊

給　与▶�時給900円〜
時　間▶�7:00〜23:00の間で実働4〜6h程度
期　間▶即日〜更新制
休　日▶�シフト制（週2〜3日）

派遣スタッフ送迎ドライバー

時給900円〜

即日〜更新制
契
約
　
★
自
社
求
人

千歳・恵庭・他 派 洋菓子製造、パソコンの検査、調理師・調理補助・配膳契 ドライバー

0120-706-7170120-706-717 《受付》
9〜17時応募

調理師調理師

■一般労働者派遣事業（派01-300021）　■職業紹介事業（01-ユ-300308）

(株)ジェイサポート
札幌市北区北7条西4丁目8-3�北口ヨシヤビル3F�

（JR札幌駅北口より徒歩1分）

★�恵庭市内や近郊にお住まいの方は弊社の担当社員が�
ご自宅近くに出向き面接することも可能ですので、
　ご相談ください！

●履歴書（写真なしでも可） ●身分証明書
※面接時にデジカメで撮影いたします。持ち物

面
接
に
つ
い
て

仕　事▶�自衛隊駐屯地での給食調理業務です。食材の下準
備（食材の洗浄、切り込み等)、献立に基づく調理や
盛付をお願いします。

資　格▶調理師免許保持者、全ての時間を勤務できる方
給　与▶�時給1,600円〜　�

※早朝の1時間は割増時給で2,000円
時　間▶�4:00〜13:00�※実働8h�

9:00〜18:00�※実働8h�
13:00〜18:00�※実働5h

勤　務▶週5日　シフト制
待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、車通勤可、�

有給休暇、週払い可（規定有）�
勤務先▶恵庭市恵南

●●��調理師免許をお持ちの方、 調理師免許をお持ちの方、 
資格と経験を生かせます資格と経験を生かせます

●●��高収入！時給1,600円～！ 高収入！時給1,600円～！ 
早朝の1時間は割増時給で2,000円!!早朝の1時間は割増時給で2,000円!!

●●��長期！週払いOK！長期！週払いOK！����

募集募集

長期長期

恵庭 派 調理師

千歳市釜加135番地（勤務先）

☎22-5371 担当/松谷

坂本造園株式会社

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶�即日〜6月�
（9月までの延長も有り）�
※4月からでも可

仕　事▶花苗手入れ・出荷作業
時　間▶8:00〜17:00
　　　　※1日3h〜で勤務時間相談OK
給　与▶�時給900〜950円（勤務時間による）
勤　務▶週1日〜　※応相談
待　遇▶交通費規定支給

千歳 期 ア パ 花苗生産・作業スタッフ
募募
集集花苗生産花苗生産 作業スタッフ作業スタッフ＆＆

《4 月・5 月限定！》 《4 月・5 月限定！》 
土・日・祝 土・日・祝 

出勤できる方は出勤できる方は

950950円円～～時時
給給

その他 ア パ NHKのお問合わせ対応

レジスタッフレジスタッフ

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱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

恵庭店 恵庭市本町210

☎33-1122応募
給　与▶�［一般］時給908円　［学生］時給890円
時　間▶10:00〜14:00、17:00〜21:15�
勤　務▶週3日

千歳・恵庭 ア パ レジ

★�4店舗店とも�
　他部門も
　募集中です！

Web応募
はコチラ

千歳市勇舞8丁目1-1長都店
☎23-7667応募

給　与▶�［一般］時給912円　［学生］時給890円
時　間▶�17:00〜21:00　※4時間程度　応相談

千歳市日の出1丁目1-66千歳店
☎26-6660応募

給　与▶�［一般］時給929円　［学生］時給890円
時　間▶�10:00〜14:00、17:00〜21:00�

※10:00〜18:00（休憩1h）の通し勤務可
勤　務▶�週4日

☎39-7777応募
島松店 恵庭市島松旭町1丁目1-1

給　与▶�［一般］時給900円　［学生］時給890円
時　間▶�13:00〜21:00、17:00〜21:00�

13:00〜18:00の間で4時間

2名募集2名募集

1名募集1名募集

1名募集1名募集

2名募集2名募集

今
回
は

今
回
は の募集ですの募集です

ま ず は 、 お 気 軽 に お 電 話 く だ さ い

札幌市中央区南一条西1-13-1�マナー白鳥504
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱

担当/清水、小川☎011-242-1668

仕　事▶�就学前の児童とその保護者が集まる場において、
一緒に遊びながら交流する「ふれあいの場」を提供
するとともに、子育てに役立つ情報をお知らせ。子
育てに関する悩みの相談等を行います。

資　格▶�【以下の資格保持者優遇】保育士、幼稚園教諭また
は子育て支援センター勤務経験者

時　間▶9:00〜17:00
休　日▶シフト制　※応相談　※月4〜6日程度の勤務�

仕　事▶�外・内遊び、集団遊び等を通じて一緒に遊び、子ども
たちにいろいろな経験をさせてあげるお仕事です。

資　格▶�【以下の資格保持者優遇】保育士、幼稚園教諭、教員
免許（小・中・高）または児童館勤務経験者

時　間▶12:50〜18:05
休　日▶シフト制　※応相談　※月7日程度の勤務�

【共通項目】
給　与▶時給1,050円〜
待　遇▶交通費規定支給、昇給有、有給休暇

◆子育て支援センター 代替職員
◆恵庭市かしわのもり 子どもひろば 代替職員

恵庭市黄金ふれあいセンター・恵庭市黄金ふれあいセンター・
かしわのもりかしわのもり 代替職員募集代替職員募集

恵庭市民に親しまれる恵庭市民に親しまれる
施施設で一緒に働きません設で一緒に働きませんかか

親子が居心地よく過ごせる、親子が居心地よく過ごせる、
あたたかな雰囲気を一緒にあたたかな雰囲気を一緒に
作りましょう作りましょう

常勤職員の代替職員としての勤務です。

恵庭 ア 子育て支援職員 

アルバイト

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

☎0123-34-1128まずは、お気軽にお電話ください。

★�フリーシフト制�ご都合に合わせて働けます！★�フリーシフト制�ご都合に合わせて働けます！
★��未経験者大歓迎！初心者の方でも出来る簡単なお仕事です★��未経験者大歓迎！初心者の方でも出来る簡単なお仕事です
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！�
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�
（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円）

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

製造員募集

★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

4月1日〜5月8日まで
期間

4/28〜5/84/28〜5/8
大募集！大募集！特に

こどもの日・母の日に向けこどもの日・母の日に向け

増員募集！増員募集！ 期間中
1日でもOK！

恵庭 ア 製造

(19時以降)
(19時まで)

千歳市幸町3丁目CS
KOMACHIビル2F

☎0123-23-2214
090-8906-4932

サンタナ
応
募

給　与▶�レギュラー/�時給1,600円以上�
※経験者優遇

　　　　アルバイト/時給1,500円以上
時　間▶�19:00〜翌1:00の間でお好きな時間�

★短時間でもOK!
待　遇▶�貸しスーツ等有り、�

交通費規定支給

ノンアルコールOK
30〜40代活躍中

千歳 ア カウンター・フロアレディ

未経験者歓迎・未経験者歓迎・WワークOK・日払いOKWワークOK・日払いOK

進路の決まった学生さんの進路の決まった学生さんの

バイトデビューバイトデビュー
も大歓迎も大歓迎

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル2F

受付/9〜17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、 
面接の際に写真付履歴書をお持ちください。 ☎0123-22-1171☎0123-22-1171

時　間▶7:00〜11:00（実働4h）
勤　務▶�週5〜6日　※シフト制

◆新千歳空港国際線施設内

時　間▶10:00〜15:00（実働5h）
勤　務▶週5日　※シフト制

◆新千歳空港内ホテル客室

時　間▶16:00〜18:30（実働2.5h）
勤　務▶週1〜3日程度
休　日▶日曜日

◆流通3丁目デイサービス

《共通項目》
給　与▶時給890円
待　遇▶交通費規定支給、車通勤応相談

時　間▶6:00〜10:00（実働4h）　※月〜金曜
勤　務▶週2日〜　※シフト制　※応相談

◆北光2丁目院内

清掃スタッフ清掃スタッフ
千歳市内のお仕事です♪ WワークWワーク  

  OK！  OK！

千歳 ア パ 清掃

募募
集集
中中

けあビジョンホーム恵庭
スタッフ募集

働く職員も幸せ。
うわさ話、かげぐち禁止の職場を目指しています。

まずはお気軽にお電話ください。 
面接時、写真付き履歴書をお持ちください。

恵庭市柏木町
4丁目9-18

☎0123-39-5550☎0123-39-5550
けあビジョンホーム恵庭

資　格▶�①経験者優遇�②未経験者歓迎�
③介護支援専門員

給　与▶�①�月210,000〜311,000円�
(夜勤手当5回含む)

　　　　②�時給930円〜+夜勤手当6,000円/1回�
※介護福祉士は時給980円〜

　　　　③時給1,500円
時　間▶�7:15〜16:15　10:00〜19:00�

16:00〜翌9:00　※パートは応相談
休　日▶�正社員/シフト制�

※年間休日110日　※パートは応相談
待　遇▶�各社保完備、(パートは雇用・労災保険)、�

交通費全額支給、車通勤可、�
昇給年1回、賞与年2回、食事補助有、�
永年勤続表彰（5年経過表彰金＋5日連続休暇)、
有給休暇、資格取得サポート制度、�
特定処遇改善加算

①正社員（介護職・介護支援専門員）

②介護職パート

③介護支援専門員パート

常勤パート

※交通費別途支給

《勤務一例》【日勤14回、夜勤4回】

月収183,960円〜

�� �070-1391-6264�070-1391-6264 担当/永野

お仕事説明会開催!

日
　
時

場
所 恵庭市民会館�リハーサル室（B）

3/26土
 10:00～、14:00～、 
18:00～

3/25  14:00～、18:00～
金

正 パ 介護支援専門員、介護員、看護師恵庭

★�7月にオープンする、けあビジョン
ホーム恵庭島松も同時募集！�
オープンまで既存の施設で働くこと
も可能です。

正 パ 介護支援専門員、介護員


