
2022年5月13日（金） ちゃんと13

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11  クレール黄金1F

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
合否は5日以内にご連絡致します。お気軽にご相談ください。

☎33-8225 ［担当］採用係

◆レンゴー（株）恵庭工場/恵庭市戸磯
仕　事▶事務厚生棟、工場棟の日常清掃業務
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶8:00～12:00 ※実働4h
勤　務▶週3日程度　※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

清掃スタッフ
募集

未経験者
歓迎

勤務日数
応相談

恵庭 パ 清掃

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

医療法人社団 いずみ会北星病院千歳市清流5丁目1-1

ホームページの 
LINE友だち追加からも応募OK

☎0123-24-1121
【担当/道下】休　日▶4週6休、正月夏期休暇

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

共通項目

資　格▶看護師、准看護師免許
給　与▶ 月給266,400円～（経験5年） 

※特別手当、夜勤4回分(1回14,000円)を含む 
※遅出・土日勤務手当別途支給

時　間▶ ①9:00～17:00　②16:30～翌9:00 
③13:00～21:00 他 ※シフト制

◆ソーシャルワーカー
資　格▶医療施設等での勤務経験3年以上
給　与▶ 月給191,500円～（経験3年） 

※ 社会福祉士資格保持者は 
資格手当/月10,000円支給

時　間▶ 月～金/9:00～17:00 土/9:00～12:30

ケアワーカーは実務者研修・介護福祉士資格取得助成制度有
助成金内訳: 実務者研修助成金100,000円(条件有) 

介護福祉士資格取得助成金150,000円(条件有)

北星病院 職員募集！
勤務開始日応相談

◆ 看護師 残業ほぼなし！
資　格▶ⓐ介護福祉士
給　与▶ ⓐ月給200,700円～（未経験） 

　※特別手当、資格手当、夜勤4回分を含む 
ⓑ月給190,910円～（未経験） 
　※特別手当、夜勤4回分を含む

時　間▶ ①9:00～17:00 
②17:00～翌9:00 
③7:00～15:00 他 ※シフト制

◆ ⓐ介護福祉士 ⓑケアワーカー 残業ほぼなし！

千歳 正 看護師、介護福祉士、ケアワーカー、ソーシャルワーカー

苫小牧市美沢
261-56

まずはお気軽にお電話ください。

☎0144-58-4111
エアポートパーキング

担当/竹内 

仕　事▶ 駐車場と新千歳空港間（片道10分）の送迎業務他
資　格▶ 中型一種免許以上、年齢・経験不問、シニアOK
給　与▶ 時給900円  

※深夜手当、残業手当有 ★日払い可
時　間▶ ①5:30～14:30 ②14:00～23:00 

※①②シフト制、繁忙期は残業の場合有
勤　務▶ シフト制、日数応相談 
待　遇▶ 中型免許限定解除養成有、制服貸与、 

車通勤可、日払い可

日払い可！
募集!!バスドライバー

週末
食事付き♪

苫小牧 ア バスドライバー

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

給　与▶ 月給350,000円～ 
（＋管理手当100,000円）

時　間▶  月木金/9:00～17:00 
火水/9:00～18:00 
土/9:00～12:00 
※残業ほぼなし

待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、車通勤可
勤務先▶ 合同会社YAKUDACHI すずき薬局 

千歳市住吉3丁目16-11

【問合せ】 ☎0123-26-1200　担当/鈴木

写真付履歴書を
ご郵送ください。千歳市住吉3丁目16-11

合同会社 YAKUDACHI

薬 剤 師 急 募 !

異動・転勤 
なし！

千歳 正 薬剤師

アルバイト募集♪

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1

まずは、お気軽にお電話ください。

★ 主婦（夫）さん、学生さん大歓迎！
★ 安定して働きたい方、短期的に働きたい方、どちらでもOK! 
★ お子さんの体調不良など、急なお休みにも対応！
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920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！ 
　（実働6h以上の方が対象。合計6日間、最大6,000円） 
　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

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

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分

☎0123-34-1128 《受付》9～18時
人事採用担当まで

働き方はいろいろ！

短期から
長期への
シフトも可能

フリーシフトで 
予定に合わせて 

働ける

Wワーク
OK!

夜勤大歓迎

恵庭 ア 製造

(株)セイショウ 千歳営業所
千歳市朝日町8丁目1206番地51労働者派遣事業（派01-300201）

給　与▶時給1,050円
時　間▶  8:00～17:00　　休　日▶ 週休2日制（土・日）

給　与▶時給1,100円
時　間▶  8:30～17:00
休　日▶ 週休2日制（シフト制）

給　与▶時給1,000円～
時　間▶ ① 8:00or9:00～16:00、②16:00～24:00
休　日▶ 週休2日制（土・日）

◆ 工場内での製造・検品・補修作業

◆ 人気のレンタカー洗車・清掃作業

◆ 工場内での食品加工・検品作業

応募

10名募集

4名募集

3名募集

☎0120-900-110 担当/三宅

男女共に 
活躍中！

千歳 派 食品加工、洗車、製造

仕　事▶ リネンの仕分け等の軽作業
期　間▶長期
時　間▶8:30～17:30
給　与▶ 時給1,150円 

（送迎利用の場合/時給1,050円）
勤　務▶ シフトによる週5日※休日など、応相談
勤務先▶千歳市
まずはお気軽に
お電話ください。 ☎21-9696

千歳市東雲町5丁目8-1
人材派遣業 派01-300546

～お仕事のことなら～

新設クリーニング工場の 
オープニングスタッフ募集

1,150円時給
時給1,050円送迎利用/

千歳 派 工場内作業

千歳市千代田町2-2-10

まずはお気軽にお電話ください。担当/金子

☎0123-24-2111
ホテルウィングインターナショナル千歳

仕　事▶ ホテル内レストランでのお客様のご案内や 
飲食の注文受け・配膳等

給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ 17:00～21:00または22:00 ※応相談

◆レストランホールスタッフ　★正社員登用制度有

資　格▶ 未経験者歓迎
勤　務▶ 週2日～OK ※平日のみ・土日のみの勤務可
待　遇▶ 各社保完備（勤務による)、交通費規定支給、

車通勤可（無料駐車場完備）、昇給有、制服
貸与、ホールスタッフのみ賄い有

共
通
項
目

ホール・清掃スタッフ 
募集♪

主婦（夫）歓迎！WワークOK!

未経験者
歓迎♪

仕　事▶ 客室清掃・ベッドメイクなど 
給　与▶時給890円～
時　間▶9:30～15:00（実働5.5h）

◆客室清掃スタッフ　★女性活躍中！

千歳 パ ホールスタッフ、清掃スタッフ

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271

待　遇▶ 社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶ トラックでの配送業務
時　間▶ 7:00～16:00 ※早出、時間外勤務有
勤　務▶ 週5～6日 ※シフト制
給　与▶ 4t/月24万円～ 

8tクレーン付き/月25万円～ 
11tクレーン付き/月26万円～

資　格▶ 中型免許以上

仕　事▶ ワゴンタクシーによる 
恵庭市内の送迎業務

時　間▶ 日勤/7:30～17:30（実働8h） 
給　与▶ 月給20万円～
資　格▶ 普通二種以上 

エコタク
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

仕　事▶ 送迎バスの運転業務
時　間▶ 6:30～20:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給20～26万円（時間外含む）
資　格▶ 中型二種又は大型二種保持者

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

マイクロバス
乗務員

恵庭 正 トラック乗務員、バス乗務員、エコタク乗務員

電話の上、写真付き履歴書を郵送ください。面接は札幌で行います。

仕　事▶ 雑貨・アクセサリーの接客販売、商品の陳列、 
発注、商品管理、清掃など

資　格▶ 高卒以上、未経験者歓迎
時　間▶ 10:00～19:00の間で実働5h程度
給　与▶時給889円～
勤　務▶週4～5日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、昇給・賞与有
勤務先▶ 生活雑貨Idéal.恵み野店(恵庭市恵み野里美2丁目15)

札幌市白石区菊水
3条3丁目1-28株式会社 スタープランニング

☎011-823-2110 担当/小西

フレスポ恵み野内に5月中旬頃ＯＰＥＮ

オープニングスタッフ 募急
生活雑貨Idéal.恵み野店

ワクワクするような 
おしゃれな 

雑貨屋さんです♪

恵庭 パ 店内業務

㈱ヒューマンインプリンク 千歳支社
千歳市柏台南1丁目3-1

ヾ(*́ ∀` *) ﾉお仕事 
相談会 開催します

会場： 千歳市民文化センター 
（北ガス文化ホール 2F美術工芸室）

時間帯イロイロ！選べる、 
年齢・性別・経験不問のお仕事☆彡

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

☎0123-25-3221
http://www.imp-link.co.jp/chitose/

仕　事▶ 原料の加工、成型、包装、機械洗浄 
など作業工程毎に部署がわかれて
いるお仕事です。 
（採用後に部署決定）

時　間▶  ①9：00～13：30（実働4.5h） 
②9：00～18：00（実働8h） 
③13：30～18：00（実働4.5h） 
④18：00～22：00（実働4h） 
①～④のいずれか選択可

休　日▶ 水・日
給　与▶時給1,030円+交通費

 ◆ 食品工場での製造作業 / 恵庭市
恵庭 派 製造作業

★ お友達同士やご家族連れ、お買い物ついでの方も大歓迎！

★ 短時間、シニア世代・Wワーク歓迎、 
直接雇用見込のお仕事など、 
他にも色々ご用意しております♪

事前にご予約頂いた方には 
BOXティッシュプレゼント！

5/17火 13：00
16：00
〜

ちゃんと 検索


