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千歳・恵庭近郊のお仕事探し応援します！

℡0123-27-2611

毎週木曜日更新《雇用形態マーク》 契 契約社員 準 準社員 パ パート ア アルバイト 委 委託 臨 臨時職員 期 期間社員 嘱 嘱託社員 他 その他正 正社員 派遣社員派

未経験者でもOK！

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3

【受付/9～18時】
担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。

☎24-9262
（有）道央グリンサービス

仕　事▶  公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、 
一般住宅の外構・庭設計、施工等の業務、 
冬期は除雪等

資　格▶ 要普免、未経験者歓迎
給　与▶ 正社員/月給200,000～280,000円 

　　　 ※試用期間有 
パート/日給9,000円～

時　間▶ 8:00～17:00
休　日▶  日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶  雇用、労災、建設国保加入

千歳 正 パ 公園の維持管理

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

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

ホームヘルパー募集!

仕　事▶ レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶ 未経験者歓迎、長期勤務できる方、 

土日祝勤務できる方 
※教育期間中は平日に勤務可能な方
（応相談）

時　間▶ ①7:00～9:00 
②22:00～翌7:00

給　与▶ ①時給920円～ 
②時給1,113円～

勤　務▶ ★たくさん働きたい方も応相談 
★週3日～相談OK

待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶ 電話の上写真付履歴書を 

お持ちください。

フリーターさん
主婦（夫）さん
歓迎!!

☎37-8355 担当/佐々木
【受付時間/10時～18時】

急募！

恵庭島松東町店 
恵庭市 
島松東町 
3-7-8

恵庭 ア パ 店内業務

島松東町店 スタッフ募集!!

ヘルプサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

【担当】もんま
【受付】9～17時☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

介護職員募集!!

要普通自動車運転免許

パート正社員 経験者優遇
パート希望は働きながらの
資格取得が可能です!

パートは
無資格
OK

パートは短時間も相談可

介護の仕事
 に興味のある方は是非!

働きながら、当社指定の学校で1ヶ月間
介護職員初任者研修を受講できます！

仕　事▶ 訪問介護の介護職員
資　格▶ 要普通自動車運転免許、介護福祉士（正社員のみ） 

★ パートさんは介護系の資格がなくてもOK！（当
社指定の学校で1ヶ月間の研修を受けられる方）

給　与▶ パ/ ［介護職員初任者研修修了］時給900円～ 
※無資格の方（介護職員初任者研修受講中）も同時給 
［介護福祉士］時給1,000円～

　　　　 正/月給166,000円～ 
※ともに経験年数により考慮致します。

時　間▶ 8:50～17:30 
※パートは上記のうち実働4h程度～（応相談）

待　遇▶ 労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回 
 正職員には扶養手当、住宅手当、介護手当、社会保険有

恵庭 正 パ 介護

《共通項目》
期　間▶ 4月スタートの5月末まで
資　格▶ 交通機関が無い為、車で通える方歓迎 

※恵庭市内送迎有、応相談

給　与▶時給930円～
時　間▶  8:00～17:00の間で応相談 

（昼休憩12:00～13:00）
休　日▶日曜日（希望休みは対応可能）

◆野菜苗・花苗の定植、出荷までのハウス内作業

給　与▶時給1,000円
時　間▶ 8:00～17:00（昼休憩12:00～13:00）
休　日▶日曜日（希望休みは対応可能）

◆苗の生産・配送作業 
　《体力に自信のある方歓迎!!男性スタッフ活躍中!!》

有限会社 中央園芸
〒061-1403 恵庭市中央164番地

短期のお仕事！
苗の生産から出荷までのお仕事です

勤務時間帯ご相談ください！
9：00～12:00、8:30～12:00、
9:00～15:00など

例

初めての方・ブランクある方も歓迎!!

お気軽にお問い合わせください。
受付/10～16時(月～金）
担当/桑山☎33-3303

希望休み対応します♪

恵庭 期 苗の定植・ハウス内作業、生産・配送作業

千歳

千歳市北信濃779-3 ☎0123-23-5571 株式会社積水化成品北海道
https://hokkaido.sekisuikasei.com/

まずはお気軽にお電話ください。
応募前のお問い合わせも受け付けております。 担当/中島・森本

応
募

◆発泡スチロールの製造
仕　事▶ 発泡スチロール製品の製造に関わるお仕事です。 

①製造/品質のチェック ②工務/金型の交換や整備作業  
③製品の梱包

給　与▶ 月178,800円～237,800円
時　間▶ 日勤/8:30～17:30（休憩1h） 

夜勤/20:00～翌8:30（休憩3h）  
※日勤/夜勤の週交替シフト 
※夜勤は業務に慣れてからスタートします。 
　個人差はありますが入社1～6ヶ月後が目安です。

休　日▶4週8休（基本土・日曜）、年間休日113日

◆発泡シートの製造
仕　事▶ 食品容器等に使用される発泡シート製造・梱包作業です。 
給　与▶ 月178,800円～237,800円  

【諸手当】連操手当25,000円
時　間▶ 日勤/8:30～20:00（休憩2.5h） 

夜勤/20:00～翌8:30（休憩3.5h）
休　日▶基本4勤2休、年間休日134日、3組2交替制（実働9h）

想いに
応える職場です。

年間休日
発泡シート134日

発泡スチロール113日
プライベートも大切に、
安定して働けます。

地元で
長く働きたい

安心して
家族を

養っていきたい

資格を
活かし
ましょう

設立46年を迎えます

未経験の方、
ご安心
ください!!

研充
実
の

修 あ り

慣
れ
る
ま
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指
導
い
た
し
ま
す
！

【共通項目】
資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上、 

あれば、電気主任技術者・品質管理検定3級・危険物乙種4類・ 
高圧ガス製造保安責任者丙種(化学)・ボイラー2級、尚可

休　日▶GW、お盆、年末年始、会社カレンダーによる。
待　遇▶ 各社保完備、資格取得支援制度有、 

交通費実費支給、車通勤可（駐車場完備/無料）、制服貸与、 
残業手当、家族手当（配偶者11,000円・子供5,000円/人）、 
交替手当7,000円、試用期間3ヶ月（家族手当・住宅手当の支給なし）、 
有給休暇制度有（6ヶ月後より10日）

コロナに負けず、安定した仕事量！ 
私達と一緒に製造のお仕事を始めてみませんか？

正 発泡シートの製造、発泡スチロールの製造

仕　事▶ ①床面の拭き掃き、ガラス清掃、各室・
シャワー室・トイレなどの日常清掃業務 
②【夏期】草刈、落ち葉、ルーフドレン等の外構清掃 
　【冬期】除雪中心、館内清掃も有

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶ ①時給889円 

②時給900円 
【月収例】時給900円×7.5h×23
日=155,250円

時　間▶ ①8:00～12:00 
※13:00～17:00も勤務できる方尚可 
②8:00～17:00、7:00～16:00、 
　 6:00～15:00　※実働7.5h

勤　務▶ ①週3～6日　※希望応相談 
②シフト制

待　遇▶ ①雇用保険、制服貸与、交通費規定支給 
②各社保完備、制服貸与、交通費規定支給

勤務先▶ 千歳市開拓記念総合武道館/ 
千歳市あずさ1丁目3-1

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F ☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

仕　事▶ ホール、廊下、各室、 
トイレ等の日常清掃

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶ 時給889円 

【月収例】 
時給889円×7.5h×23日
=153,353円

時　間▶ 7:00～16:00 
※実働7.5h　※延長有

休　日▶土曜日、他シフト制
待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、 

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 千歳市総合福祉センター/ 

千歳市東雲町2丁目34

清掃 募集！！

千歳市開拓記念総合武道館

千歳市総合福祉センター（契約社員）

スタッフ
千歳 契 パ 清掃

❶パート 
❷契約社員

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

仕　事▶ 自衛隊内にある売店での品出し・レジ・清掃等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給906円～ ※昇給有
時　間▶[平日] 15:00～20:00の間で実働4～5h
　　　　[土・日・祝]10:00～15:00
勤　務▶週2～5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、有給休暇、 
制服（エプロン）貸与、試用期間3ヶ月有

勤務先▶ 東千歳駐屯地 東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り
十里

勤務時間、ご相談ください!
◆売店スタッフ

千歳 パ 店内業務全般

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

電話連絡のうえ、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）

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶即日～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～17:00 ※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）

大歓迎!!

すぐに働けます！

時給950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
さん

恵庭 派 野菜の選別

店内業務スタッフ募集♪
接客経験者大歓迎♪

恵庭農畜産物直売所 かのな 恵庭市南島松817-18
☎0123-36-2700
電話連絡のうえ、面接いたします。担当/新保

資　格▶ 土日・祝日勤務できる方歓迎
仕　事▶ 販売レジ・接客、パッケージ詰め、 

PC入力業務等
給　与▶ 時給890円
時　間▶ 8:00～17:00（実働8h） ※残業有 

※時間応相談
勤　務▶ 週5日 ※応相談
待　遇▶社保完備
勤務先▶ 恵庭市南島松817-18 

（道と川の駅 花ロードえにわ敷地内）

女性が
元気に
活躍中!!

恵庭 パ 店内業務


