
2022 年 3 月 18 日（金） ちゃんと9

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）�※シフト制
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

★有給を取得しやすい！
★未経験者でも安心!!同行いたします♪
ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行うお仕事です。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

時間相談
できます♪

担当/笹川まずはお電話ください。☎0123-33-1120

恵庭 パ 訪問介護員

仕　事▶�入場者・来訪者の受付、鍵の授受管理、�
その他付随する業務

給　与▶時給950円
時　間▶①9:00〜13:30　②13:30〜18:00
勤　務▶週4〜5日　　　休　日▶週休2日制
待　遇▶雇用・労災保険、交通費規定支給、無料P有
勤務先▶恵庭市戸磯

受付スタッフ受付スタッフ

担当/屋敷応募 ☎0144-35-0563

苫小牧市表町5丁目5-1�王子不動産ビル1F
太平ビルサービス㈱苫小牧営業所

恵庭の新しい工場でのお仕事です！

募集!

資格不問！資格不問！

恵庭 パ 受付

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

お電話またはE-mailで
お問い合わせください

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

仕　事▶�設計会社での経理・一般事務のお仕事です。�
会計ソフトへの入力や入札関係書類の作成等の
業務です。

資　格▶ＰＣ操作必須
給　与▶時給980円
時　間▶9:00〜15:00　※休憩1h
勤　務▶月〜金
休　日▶�土・日・祝・他年末年始等
待　遇▶雇用保険、労災保険、交通費規定支給
勤務先▶恵庭市

★働きやすい時間帯のお仕事です♪ 
★詳細はお問い合わせください♪事務募集

恵庭 派 経理一般事務

道内最大のネットワーク 北交ハイヤー
千歳 正 嘱 タクシードライバー
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千歳市信濃1丁目8番14号千歳北交ハイヤー㈱ ☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00〜14:30�②7:30〜17:00�

［夕・夜］�①17:00〜翌2:30�
②20:00〜翌5:30

　　　　※［朝］［夕・夜］選択制��
　　　　※いずれも実働6.5h、休憩3h�
　　　　※昼勤、夜勤、隔日勤（応相談）
勤　務▶�4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休

の繰り返し

入社支度金制度

賃金保証制度
10~30

月25 支給!
利用可!

※規定有6ヶ月間
給　与▶�歩合制�

例： 正社員/月182,962円 
（昼勤、25日出勤の場合） 
嘱託/月172,200円 

（昼勤、25日出勤の場合）
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、燃料�

手当、無事故手当、有給休暇、慶弔休暇、�
育児・介護休暇、二種免許取得養成制度有

未経験者未経験者
OK!!OK!!  

万
円

万
円

異業種からの
転職も歓迎!!

二種免許取得
養成制度有！

〒060-0042�札幌市中央区大通西9丁目3-33
キタコーセンタービルディング4F

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎011-271-5237

http://www.kds-net.co.jp/㈱KDS札幌支社労働者派遣事業（派13-040180）

短期スタッフ募集‼︎短期スタッフ募集‼︎
土日休み土日休みののデスクワーク♪デスクワーク♪
◆事務スタッフ/恵庭市内
期　間▶�即日〜5月末　※延長の可能性有
仕　事▶電話受付、書類審査業務等�
資　格▶�主婦（夫）、フリーター、未経験者歓迎、入力等の基

本的なPC操作ができる方
給　与▶時給1,100〜1,300円
時　間▶��8:45〜17:15（休憩45分）
勤　務▶月〜金　　　休　日▶�土日祝
待　遇▶�交通費規定支給、条件により雇用保険加入

恵庭 契 ア 事務スタッフ

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�
★扶養内勤務OK�
★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▶�車通勤可、無料P有、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

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。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/酒井☎0123-33-9660新車

担当/�三浦・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000中古車

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

トヨタカローラ札幌
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!

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

◆スーパーアークス長都店
時　間▶�平日/8:00〜11:00、8:00〜12:00�

日曜/7:00〜12:00�
※シフト制

勤　務▶�週4日程度
【共通項目】
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

◆ちとせモール
時　間▶�①8:00〜11:30　②14:30〜19:30　�

※シフト制
勤　務▶�週5日程度

勤務日数 相談可！！

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市北陽1丁目2-1フードD365千歳店
担当/加々谷☎27-5370

給　与▶�時給899円（学生/時給889円〜）
勤　務▶週3〜4日
待　遇▶�雇用保険（勤務時間により加入）、�

有給休暇有、制服貸与
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Qua ity & Discount

勤務日数・休日応相談!!
スタッフ募集！

◆レジ◆レジ 学生アルバイト強化募集！

◆精肉◆精肉
時　間▶�17:00〜21:00

時　間▶�①8:00〜13:00��
②12:00〜17:00�※選択可

千歳 ア パ 店内業務

急募!急募!

期　間▶ 即日〜通年
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶�9:00〜16:00もしくは9:00〜18:00
休　日▶ 土日祝�※会社カレンダーによる
給　与▶ 時給889円〜
待　遇▶ 各種保険完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、週払い制度有、�
無料送迎有、試用期間2ヶ月

勤務先▶�千歳市泉沢

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月〜金曜】9〜18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

無料送迎あります!

未経験OKな簡単作業!

安心の通年雇用!

土日祝休み!
◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等

千歳 派 工場内作業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

仕　事▶�簡単な調理・接客
資　格▶年齢･性別不問
給　与▶時給900〜950円
時　間▶��5:00〜8:30、�

7:30〜13:00、�
12:30〜18:00

勤　務▶�週3日〜OK�※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、エプロン貸与
勤務先▶道と川の駅　花ロードえにわ内

恵庭市南島松�317-4�
花ロードエリア内

090-9432-2763
恵庭おむすびゑびす

早朝・土日勤務
できる方歓迎!

年齢年齢はは問いません!問いません!
明るくお元気な方明るくお元気な方ならなら

恵庭 ア パ 店内業務

友達同士の 友達同士の 
応募も大歓迎！応募も大歓迎！

恵庭市戸磯201-20
㈱��デザートランド
北海道工場

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡「Ｑ人ナビを
見た」とお伝えください！お気軽にお電話を！随時受付♪
応�募 ☎0123-34-0800☎0123-34-0800

◆【パート】洋生菓子の製造、洗浄・荷受け、衛生
時　間▶�【フルタイム】�①9:00〜18:00（8:00〜17:00）��

� � ②9:00〜18:00�③12:00〜21:00�
�【短時間】�①9:00〜14:00�②12:00〜17:00�

給　与▶�時給970円
勤　務▶シフト勤務可能

◆【アルバイト】洋生菓子の製造全般
時　間▶�①17:00〜22:00��

②7:00〜12:00
給　与▶ 時給1,050円
勤　務▶�月12〜15日��

※年中無休のため、シフト制

有名コンビニスイーツ有名コンビニスイーツ

未経験者未経験者もも大大歓歓迎!迎!

★★男女男女ともに活躍中♪ともに活躍中♪

★★パート時間は、パート時間は、急な対応急な対応にもにも応じます♪応じます♪

★★未経験未経験者者歓迎！歓迎！

恵庭 ア 製造パ 製造、洗浄・荷受け、衛生

資　格▶�未経者験歓迎
待　遇▶�各社保険完備（勤務時間による）、昇給年1回、

有給休暇制度、産後休暇、育児休暇、制服貸
与、車通勤可、交通費規定支給、正社員のみ賞
与年2回、退職金制度（勤続5年以上が対象）
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★キレイで清潔な環境！ ★土日お休み！
◆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▶�6:00〜15:00、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

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/石橋

セブン-イレブンジャパンセブン-イレブンジャパン向けパンの向けパンの
生地を製造している会社です。生地を製造している会社です。

スタッフ募集!スタッフ募集!
パン製造パン製造

恵庭 パ 製造

面接会にお越しください！
ヤマト運輸株式会社ヤマト運輸株式会社　　千歳ベース千歳ベース

仕分けスタッフ
募集!!
学生さん、主婦（夫）さん、フリーターさん、みんな大歓迎!!

末
広
大
通

幼
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通

JR千歳駅
千歳ステーション

プラザ
千歳郵便局

鉄北通

中央大通←札幌 苫小牧→

交番

送迎バス乗り場MAP【持ち物】
・写真付き履歴書
・黒ボールペン

●�各回とも開始時間の�
5分前までに�
会場へお越しください。�

千歳市泉沢1007-206ヤマト運輸株式会社　千歳ベース
担当/�越川（こしかわ）☎0123-48-3812☎0123-48-3812

◆宅急便仕分け
資　格▶�未経験者・フリーター大歓迎、学生歓迎、高校生不可
給　与▶�表参照
時　間▶表参照
勤　務▶�週3日〜�※応相談
待　遇▶�ヘルメット貸与、安全靴貸与、送迎バス有、�

車通勤可（時間外の場合交通費支給有）

※�今回の募集は、高校生の方は対象外ですご了承ください。

�千歳ベースで日中開催の面接会には、
千歳駅裏（スノーショップ駐車場前）の
送迎バスをご利用可能です。�
（10時開催→9:12発、14時開催→13:12発）

千歳 ア 宅急便等仕分け作業

4月
単月もOK

4月･5月の
2ヶ月

勤務時間 送迎 時給
① 16:00〜19:00（実働3h） 千歳のみ 1100円

② 19:30〜23:00（実働3.5h） 千歳・恵庭 950円 22時以降1,188円

③ 19:30〜24:00（実働4.5h）� - 970円 22時以降1,213円

④ 19:30〜翌4:00（実働7.5h、休憩1h） 千歳・恵庭 970円 22時以降1,213円

⑤ 20:00〜24:00（実働4h） - 970円 22時以降1,213円

⑥ 20:00〜翌1:00（実働5h） - 1,000円 22時以降1,250円

⑦ 21:00〜翌1:00（実働4h） - 1,000円 22時以降1,250円

⑧ 21:00〜翌4:00（実働6h、休憩1h） - 970円 22時以降1,213円

⑨ 22:00〜翌4:00（実働5h、休憩1h） - 970円 22時以降1,213円

⑩ 23:00〜翌4:00（実働4h、休憩1h） 千歳・恵庭 1,000円 22時以降1,250円

❶16:00〜　❷18:00〜
恵庭 

市民会館

❶10:00〜　❷14:00〜　❸19:00〜
千歳 

ベース

19土 20日
3/

19土20 21日
3/

3/

18金 月


