
2022年4月29日（金）ちゃんと 10

千歳市幸町
2丁目3-2☎0123-26-5061 受付/14～18時 

担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,050円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

（株）萌福祉サービス

2施設での 
募集です！

サービス提供責任者
介護スタッフ 募集！

仕　事▶ 利用者様の介護業務全般
資　格▶ 介護職員初任者研修修了以上
給　与▶ 時給900～920円 

※夜勤手当/月6,000円別途支給 
※ マイスター手当（昇給試験）/ 
時給＋30～190円

時　間▶  7:00～19:00の間で2～3hからOK！
勤　務▶ 週2日～OK（応相談）
勤務先▶ グループホーム 萌 えにわ 

（恵庭市和光町4丁目8番20号）

◆介護スタッフ（パート）

住宅型有料老人ホーム フルールハピネスえにわ
恵庭市和光町5丁目16番6号
グループホーム 萌 えにわ
恵庭市和光町4丁目8番20号

パートは

週2日～
（短時間勤務OK）

◆訪問介護スタッフ（パート）
 仕　事▶ 同一施設内の住宅型有料老人ホームへの 

訪問介護業務
資　格▶ 無資格OK
給　与▶時給900～920円
時　間▶7:00～19:00の間で応相談
勤務先▶ 住宅型有料老人ホーム フルールハピネスえにわ

（恵庭市和光町5丁目16番6号）

仕　事▶ 夜勤介護業務
資　格▶ 資格不問
給　与▶ 月256,000～300,000円 

※マイスター手当・キャリアパス手当（昇給試験）/
月5,000～72,000円 
※賃金改善手当/月3,000円

時　間▶ 16:30～翌9:30
勤　務▶月11～13日
勤務先▶ 住宅型有料老人ホーム フルールハピネスえにわ

（恵庭市和光町5丁目16番6号） 
グループホーム 萌 えにわ 
（恵庭市和光町4丁目8番20号）

◆夜勤専属介護スタッフ（正社員）
短期間で貯金もできちゃう！ 
月300,000円以上高収入の夜勤専従介護のお仕事

経験・年齢 
不問！

◆サービス提供責任者（正社員）
 仕　事▶ 訪問計画書の作成、アセスメント、 

モニタリングなどのサービス提供責任者業務
資　格▶ 介護福祉士実務者研修修了以上
給　与▶月180,000円
時　間▶7:00～19:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月7日、有休・慶弔休暇あり
勤務先▶ 住宅型有料老人ホーム フルールハピネスえにわ

（恵庭市和光町5丁目16番6号）

恵庭 正 サービス提供責任者、夜間専属介護パ 介護、訪問介護

仕　事▶フォークリフトでの作業、他 
資　格▶ 35歳まで（若年層のキャリア形成を 

図るため）、未経験者歓迎、要普通免
許、大型・大特・フォークリフト免許
保持者尚可

給　与▶月給17～23万円
時　間▶  8:00～17:00　※実働8h
休　日▶ 土日、他
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶ サッポロビール(株)北海道工場内

恵庭市戸磯542-1 

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-33-9505
(株)石川トラック運送

募
集正社員

フォークリフト
恵庭 正 フォークリフト作業

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

仕　事▶ 半導体チップの外観検査（顕微鏡使用）
給　与▶ 時給889円～ 

※ 作業着への着替え時間（1日につき15分相当）
別途支給いたします。

時　間▶ 8:30～17:30（実働8h）
休　日▶ 年間122日、土・日曜日、祝日 

（会社カレンダーによる） 
※祝日出勤数日有

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

女性が活躍中の職場です♪

担当/阿部・原☎34-3111

★ 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
スタッフ 募集‼

未経験者
歓迎‼

恵庭 パ 検査

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶ 施設の入退場警備 
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶ 車通勤出来る方、定年者の方も歓迎
時　間▶ 0:00～24:00 

※6h勤務の4交代で月150～160hの勤務
勤　務▶ シフト制（年中無休）
給　与▶ 無資格/時給950円～ 

施設警備1級/時給1,030円～※資格手当資規定支給
待　遇▶ 社保完備、雇用保険、有給休暇、 

交通費規定支給（上限12,000円）、 
退職金制度有（条件有）、制服貸与、正社員登用有

勤務先▶ 新千歳空港貨物ターミナル

定年の方も
歓迎！

施設警備をやってみませんか！
千歳 契 空港警備

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 
委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
資　格▶  車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ ①6:00～11:00 ②11:00～20:00 

③17:00～20:00
給　与▶ 時給920円
勤　務▶  週2日～ ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内（千歳市北信濃724） 

※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

☎42-2121

Wワーク
シニア
学生ＯＫ!!

駐屯地内の 
ローソンで
働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

仕　事▶ ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いてあるワラを取り替える作業 
ⓑエサが入っている器の洗浄 
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除 
※ⓐ～ⓒを3～4人で分担

時　間▶ 6:00～9:00
給　与▶ 時給1,000円 

※月収例/月26日勤務の場合、 
　月78,000円

勤　務▶ ①週6日　②週5日　※①②選択可
休　日▶ ［週6日勤務］日曜定休、夏季・冬季休暇 

［週5日勤務］週休2日制（日曜、他1日）
待　遇▶ 労災保険、車通勤可、交通費規定支給、 

夏季・冬季ミニボーナス有、忘年会等の
イベント有、定期健康診断、食堂利用可

勤務先▶ ノーザンファーム早来 
（勇払郡安平町早来源武275）勇払郡安平町早来源武275

0120-15-1143
行こう！ いいホース

応 募

面接日は相談の上決定します。まずはご連絡ください！

牧場作業
スタッフ募集!!

《週5日 or 週6日 働き方選べます！》

千歳駅から約25分
沼ノ端駅から約20分

職場見学
まずは

してみませんか？

★ WワークOK！
★   年2回ミニ 
ボーナス支給

安平 パ 牧場作業

年齢・性別不問!
学生寮での調理業務

まずはお電話ください。

ジケイ・スペース株式会社
☎0123-36-2271

〒061-1373 恵庭市恵み野西2-2-11

恵庭 パ 調理

勤務先▶ 恵庭ハイム/恵庭市恵み野西6-17-5
給　与▶ 時給920円～
時　間▶ ①6:30～9:30 ②16:00～19:00 

③16:00～20:30
休　日▶ 日曜・祝日、他シフトによる ※春・夏・冬休み有
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有

お仕事
ファイル

体力

気遣い度

コミュニケーション能力

老人ホームなどの施設や個人宅にて介護業務を行う職業。主に食事や排泄
などの手助けする身体介護と、家事全般のお手伝いをする生活援助を行う。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

生
活
を
支
え
、心
と
身
体
も

ケ
ア
す
る

●初任者研修修了以上

介護士・ヘルパー

受付/平日9～18時
担当/採用担当☎0123-25-3830応募

有限会社 山友
さんゆう

千歳市北栄2丁目22-2
http://sanyujp.com

資　格▶ 基本的なPC操作ができる方、 
土曜日出勤可能な方

時　間▶9:00～18:00の間で3～5h
給　与▶ 時給900円～
勤　務▶ 週4日～
休　日▶ 隔週土曜、日曜、祝日、GW､お盆、年末年始、 

有給休暇(規定通り)
待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、制服貸与

★未経験者歓迎

一 般 事 務 募 集 中 !
千歳 パ 一般事務

※ 応 募 は 5 / 6 ～ 受 付 け ま す

未経験者でもOK！

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3
（有）道央グリンサービス

【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

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

残り 
1名

千歳 正 パ 公園の維持管理

待　遇▶交通費規定支給、制服貸与

共通項目

市内送迎有

◆雇用保険有/④のみ社会保険有
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

【千歳】新千歳空港（千歳市美々）

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
【千歳】ヤマト運輸（千歳市泉沢）

【千歳】南千歳駅連絡通路レンタカー施設内（千歳市柏台）
◆雇用保険有
時　間▶ 8:00～12:00
給　与▶ 時給900円～　
休　日▶週休2日　※シフト制

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

【恵庭】恵庭市盤尻

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
【恵庭】フルールハピネス（恵庭市和光町）

☎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。

■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
千歳市流通
1丁目4番7号

〒066-0019

Web応募も 
出来ます!

募

集清掃スタッフ
千歳・恵庭 パ 清掃




