
2022 年 3 月 25 日（金） ちゃんと15

仕　事▶�障がい者施設において、食事の準備、清掃、�
見守り、必要時の助言、非常時の対応

資　格▶�無資格･未経験者歓迎、障がい者施設・看護助手等
の経験あれば尚可

給　与▶�時給893〜990円 夜勤手当5,000円/回
時　間▶�日勤/9:00〜17:00　（休憩1h）�

夜勤/17:00〜翌9:00　（休憩1h）
勤　務▶�週3日程度〜　※応相談　※扶養内勤務可
待　遇▶�交通費規定支給、無料駐車場有、�

社会保険適用（勤務時間数による）、研修制度有

資格・経験・年齢資格・経験・年齢
不問不問

千歳市新星
2丁目6-2グループホーム 新星社会福祉法人

三草会

☎011-785-6800

急 募‼︎ ①清掃・調理スタッ①清掃・調理スタッフフ
②夜勤スタッフ②夜勤スタッフ

●��夜勤1回�1.5〜2万円稼げる！
●�扶養内での勤務可能！週1日〜OK!

●�夜間の仮眠可能！
●�身体介護なし

ここが魅力♪

千歳 パ 清掃、調理、介護職員

応募 受付/月〜金�
担当/加藤

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士
給　与▶�月給150,000円〜 ※別途夜勤手当支給 

★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶�①7:00〜15:30�②9:00〜17:30�

③11:00〜19:30�④17:00〜翌9:30
休　日▶�シフト制（年間休日120日以上）

[正職員]介護職員（通所リハビリ）
資　格▶介護福祉士
給　与▶�月給150,000円〜 ★処遇改善手当支給（年3回）
時　間▶��8:45〜17:15
休　日▶�週休2日制�※シフト制（土曜営業）�

※祝日・年末年始（12/30〜翌1/3）はお休みです。

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

職 員 募 集
医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

デイサービス陽だまりデイサービス陽だまり
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

認知症対応型デイサービス認知症対応型デイサービス

［パート］送迎運転手
資　格▶�要普通免許（AT限定可）、ハイエースを運転できる方
給　与▶�時給950円
時　間▶�①8:30〜10:00�②15:30〜17:00�

★�①と②の間は自由時間です。�
ご帰宅頂いてもOK!!

勤　務▶�週3日（火・木・金曜日。祝日は勤務有）�
※年末年始（12/30〜翌1/3）はお休みです。

《全体共通項目》
待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間による）、交通費

規定支給、制服貸与、車通勤可、さぽーとさっ
ぽろ加入、昇給年1回、賞与年2回

医療法人 資生会 〒066-0067�千歳市桂木1丁目5-7

（クリアコート）澁谷☎27-3232☎27-3232電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
お勤め中の方もまずはお電話ください。〈勤務開始日応相談〉

受付/平日（月〜金）9:00〜17:00

千歳 正 介護パ 送迎運転手

仕　事▶�発達障がいのある子どもの支援、送迎、簡単なPC作業
資　格▶�保育士・児童指導員任用資格、または障がい児福

祉業界で実務経験がある方、�
要普免、※経験者優遇

給　与▶�時給900円〜
時　間▶��①9:00〜18:00�

②13:30〜18:00　※応相談
勤　務▶�週2日〜OK（応相談、日曜・祝日定休）
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

有給休暇

恵庭市恵央町19-10放課後等デイサービス放課後等デイサービス  キキミミイイロロ

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
☎0123-25-9380 受付/9〜18時

児童デイサービス児童デイサービス
スタッフ募 集！スタッフ募 集！

無資格者でも 
OK!

恵庭 パ 児童デイサービススタッフ

仕　事▶�まかない作り、洗濯等
資　格▶�未経験者歓迎、60歳まで(定年雇用止めのため)�

※再雇用制度有/65歳まで
給　与▶�日給6,700円 ※頑張り次第で昇給有
時　間▶�8:30〜16:30（休憩有）
勤　務▶週2〜3日（シフト制週2〜3日（シフト制�））
待　遇▶交通費補助有

㈱西洋軒 千歳市千代田町
1丁目1-7

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

裏方のお仕事です。接客はありません。

★扶養内勤務OK! ★頑張り次第で昇給有!

簡単な家庭料理が 簡単な家庭料理が 
出来れば大丈夫です♪出来れば大丈夫です♪

千歳 パ 炊事係

期　間▶3ヶ月毎の更新予定（長期）
仕　事▶工具を使用しての組立や配線の取付作業
給　与▶時給1,100円+交通費規定支給
時　間▶�8:20〜17:30（実働8h/休憩1h）
休　日▶�日・祝・他会社カレンダーによる土曜、夏季、冬季休暇
待　遇▶�制服貸与、各種保険完備、マイカー通勤可（無料Ｐ有）
勤務先▶千歳市

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
一般労働者派遣事業/派01-300271
有料職業紹介事業/01-ユ-300107 千歳市柏台南1丁目3-1

☎0123-25-☎0123-25-32213221
h t t p : // w w w . i m p - l i n k . c o . j p /

土日もご対応致します！まずは電話、HP、 
二次元コードからお問合せください★彡

組み立てや細かい作業が 
好きな方にオススメ★

千歳 派 電気機械器具の配線・組立作業

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

恵庭市戸磯616番地2

◆食品製造作業（フルタイムパート）
時　間▶�①8:00〜17:00�

②8:00〜13:00�
③12:00〜17:00�
※勤務時間の変更は応相談可

勤　務▶週5日
休　日▶�原則日曜、他週1日
給　与▶�①時給920円 

②③時給910円
資　格▶�18歳以上、未経験者歓迎、�

長期勤務できる方
待　遇▶�健康保険・厚生年金、雇用保険、制服貸与、恵庭

市内送迎バス有（他地域交通費規定支給�
※上限月1万円）、食事補助制度有�
②③は雇用保険のみ

食品製造スタッフ食品製造スタッフ

主婦（夫）さん歓迎!!

長期安定です！

とんでん㈱ 恵庭工場担当/大西☎34-6061
�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
詳細は面談にて。お気軽にお電話ください。

募集!!募集!!増員増員
工場勤務が初めてでも

大丈夫!!送迎バスあり♪
恵庭市内

未経験者 未経験者 
歓迎歓迎

恵庭 パ 食品製造作業

品出し品出し
スタッフスタッフ

[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

千歳・恵庭 ア パ 品出し

★�3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890円　［学生］時給890円
時　間▶�9：00〜13：00�

17：00〜21：00　※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893円　［学生］時給890円
時　間▶�17:00〜21：00　
勤　務▶週4日程度☎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890円　［学生］時給890円
時　間▶�8:00〜11:00（週3〜4日勤務）�

17:00〜21:00 各4名募集各4名募集

各2名募集各2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

密封することで汚れやホコリか
ら商品を守るプラスチックフィ
ルムです。
通常のビニール袋とは違い、
熱を当てると収縮して商品に
ピッタリ張り付きます。

ス
ー
パ
ー
の

シ
ュ
リ
ン
ク
パ
ッ
ク

お仕事で使
う

お仕事で使
う

アレアレってなってな〜〜んだんだ
？？

新年度新年度
スタッフスタッフ
追加募集！追加募集！

時　間▶�8:00〜12:00（実働4h）
給　与▶�時給900円〜（月額75,000円程度）
休　日▶�土・日・祝　※祝日のある土曜日は出勤

◆雇用保険有
清掃スタッフ  【千歳】 デンソー北海道（千歳市泉沢）

時　間▶�①7:30〜12:00(実働4.5h)�
②16:15〜21:15(実働5h)�
土・日/9:30〜17:30（実働6h）�
※シフト制

給　与▶時給900円〜（月額77,000円程度） 
勤　務▶週4日程度

◆雇用保険有
清掃スタッフ  【千歳】 社会福祉協議会（千歳市東雲町）

時　間▶�9:00〜14:00（実働5h）
給　与▶�時給900円〜（月額95,000円程度）
休　日▶土・日　※12月は勤務有

◆雇用保険有
清掃スタッフ  【千歳】 ヤマト運輸（千歳市泉沢）

◆雇用保険有/④のみ社会保険有

市内送迎有市内送迎有

清掃スタッフ  【千歳】 新千歳空港 （千歳市美々）

時　間▶�8:00〜15:00（実働6h）
給　与▶�時給1,000円〜（月額50,000円程度）
勤　務▶�月・木（学校カレンダーによる）�

※祝日にあたる場合は、翌平日

清掃スタッフ  【千歳】 千歳高等学校 （千歳市北栄）

時　間▶�①8:00〜12:00　②13:00〜17:00（実働3.5h）�
③8:00〜17:00（実働7h）　※シフト制

給　与▶時給900円〜（月額75,000円程度）�
勤　務▶�週4日程度

◆雇用保険有

時　間▶�①8:00〜12:00（実働4h）�
②13:00〜17:00(実働4h)�
③18:00〜22:00（実働4h）�
④22:00〜翌6:00(実働7h)�
※固定シフト

給　与▶�時給900円〜　※22:00〜翌5:00/時給1,125円〜
勤　務▶�3勤1〜2休　※④は日数応相談
清掃スタッフ  【千歳】 サケのふるさと千歳水族館（千歳市花園）

時　間▶�12:00〜14:00（実働2h）
給　与▶時給900円〜
勤　務▶�火曜日 WワークOKWワークOK

清掃スタッフ  【千歳】 三菱ふそう（千歳市上長都）

仕　事▶プラスチックケースの拭取り清掃�
時　間▶�①9:00〜12:00(実働3h)�

②13:00〜16:00(実働3h)�
③9:00〜16:00（実働6h）　※シフト制

給　与▶時給900円〜　　休　日▶土・日・指定日

◆雇用保険有
清掃スタッフ  【千歳】 千歳市泉沢

待　遇▶交通費規定支給、制服貸与
共通項目

時　間▶�8:30〜14:30（実働5.5h）�
水・日/8:30〜16:30（実働7h）

給　与▶時給900円〜
勤　務▶�月15日程度、1勤1休

◆雇用保険有
清掃スタッフ  【恵庭】 フルールハピネス（恵庭市和光町） 

時　間▶�8:00〜11:00（実働3h）
給　与▶�時給900円〜 

（月額55,000円程度）
休　日▶土・日・祝

清掃スタッフ  【恵庭】 石狩東部広域水道企業団 （恵庭市盤尻） 

時　間▶�8:30〜9:30
給　与▶時給1,000円〜
勤　務▶火・木・土

清掃スタッフ  【恵庭】 恵庭市消防島松出張所 （恵庭市南島松） 

WワークOKWワークOK

時　間▶�①8:30〜12:00（実働3.5h）�
②8:30〜15:30（実働6h）　※シフト制

給　与▶時給1,200円〜
休　日▶�土・日、週4日程度の勤務

◆雇用保険有 ◆扶養内勤務可
収集スタッフ  【千歳】 収集スタッフ /本社（千歳市流通）

女性が大活躍♪女性が大活躍♪ 時　間▶�17:30〜20:00（実働2.5h）�
※20:30までの場合有

給　与▶�時給900円〜 
（月額47,000円程度）

休　日▶�土・日・祝、年末年始
WワークOKWワークOK

清掃スタッフ  【恵庭】 恵庭市役所（恵庭市京町）

㈱クリーン開発 〒066-0019��
千歳市流通1丁目4番7号

■�ビルメンテナンス・廃棄物収集運搬処理・ハウスクリーニング

☎0123-24-7787 担当/金子
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

Web応募も出来ます!

千歳・恵庭 パ 清掃、収集スタッフ


