
2022年6月17日（金） ちゃんと11

〒061-1376 恵庭市恵み野里美2丁目15

☎0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

http://www.megumino-fdc.com

◆歯科衛生士《正社員》
資　格▶ 専門学校卒以上、ブランクがある方も大歓迎
給　与▶ 月給220,000円～  

※試用期間3ヶ月有/時給970円 
※暖房手当等別途支給

◆歯科助手《正社員》
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶ 月給170,000円 

※試用期間3ヶ月有/時給890円 
※暖房手当等別途支給

時　間▶ 月・火・水/9:30～20:30 ※実働9h 
金/9:30～18:30 
土/9:30～13:00　日/9:30～17:00

休　日▶ 週2日午前、木曜、第2・4土曜、祝日、 
お盆、年末年始

待　遇▶ 社保完備、昇給年1回、賞与年2回、 
交通費全額支給、制服貸与、車通勤可、 
試用期間3ヶ月有

正
社
員
共
通
項
目

★ 近隣にショッピングモールあり！ 
仕事帰りのお買い物もラクラク♪

★ 週に 2日は午後から出勤♪ 
時間を有効に使えます！
★頑張った月は特別手当支給！

恵庭 正 歯科衛生士、歯科助手

◆配送作業員/恵庭市
資　格▶ 大型運転免許必須・フォークリフト免

許あれば尚可
給　与▶月給160,000～200,000円+歩合給
時　間▶ 7:00～17:00 （休憩1h） 
休　日▶ 日曜日・祝日他、企業カレンダー有

人材派遣業 派01-300151職業紹介 01-ユ-300083

有限会社 イーワークス
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

◆芝の生産・張芝作業員/恵庭市
資　格▶不問
給　与▶日給10,000円
時　間▶7:00～17:00  （休憩2h）
休　日▶ 日曜日他、企業カレンダー有

◆アイス・洋菓子の製造作業員/長沼町
給　与▶ 月給180,000～260,000円 

（22時間分の残業代込み）超過分は別途支給
時　間▶ 7:00～16:00 （休憩1h） 

※生産状況により変動有
休　日▶ シフト制週休2日他、企業カレンダー有

給　与▶ 月給180,000～260,000円 
（22時間分の残業代込み）超過分は別途支給

時　間▶ 9:00～18:00 （休憩1h）
休　日▶ シフト制週休2日他、企業カレンダー有

◆出荷準備・梱包作業員/長沼町

待　遇▶ 各種社保完備、賞与有、 
昇給・退職金制度有、交通費規定支給

◆共通項目

★ご紹介先での正社員雇用となります。

LINEで質問・応募が
できるようになりました!

HPで求人情報をチェック!

紹介案件特集！

恵庭・その他 紹 芝の生産・張芝作業、配送、製造、出荷準備・梱包

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士もしくは実務者研修修了者
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）
[パート]介護職員（入所）
資　格▶ 介護福祉士もしくは実務者・初任者研修修了者
給　与▶ 時給950～1,000円
時　間▶ 7:00～19:30の間で応相談
休　日▶ 勤務日数応相談

クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7

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
千歳市桂木1丁目5-7

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 パ 介護パ 送迎運転手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191 《担当》
つのだ

仕　事▶ 新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 月160,000円～ 

※例/月200,000円以上も可能 
※試用期間1～6ヶ月/時給889円～

時　間▶ 10:00～19:00（実働8h）
休　日▶ 4週8休、他シフト制、年末年始 

※会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、業績賞与年2回、 

燃料手当、交通費規定支給、車通勤可、 
カップ式飲料機使い放題

スターオート
千歳市東雲町5丁目7-3 株式会社スターオート 千歳店

http://starauto1995.com/

正社員
募集!

短時間のパート事務員さんも同時募集

千歳 正 販売、軽整備

★経験者歓迎 !
★車好きな未経験者歓迎‼

仕　事▶ レンタカーの受付等 
※ 仕事を覚えて、もっと頑張りた
い方は時給UP！

資　格▶ 経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）
給　与▶ 時給900円～
時　間▶ 7:30～19:00の間でシフト制  

※応相談
勤　務▶ 週3日～ ※シフト制 

※土・日曜のみ・Wワーク等応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-26-2191《担当》つのだ

ニコニコレンタカー千歳市東雲町5丁目7-3 
千歳東雲町店

事務スタッフも同時募集！
1日3～5h 
週2、3日で応相談！

短
時
間 時

給 889円～

千歳 ア パ レンタカー業務

Qua ity & Discount 恵庭市黄金南
6丁目10番地4

恵庭 パ 惣菜、レジ兼品出し

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆惣菜 ◆レジ兼品出し

給　与▶ 時給899円
時　間▶ 8:00～13:00
勤　務▶ 日数・休日応相談
待　遇▶ 有給休暇、制服貸与、雇用保険、 

交通費規定支給

共通項目  日数・休日
応相談！

札幌市白石区
東札幌4条4丁目1-2㈱日本キャリアサービス

☎011-820-8811採用係

まずはお気軽にお電話ください。面接は勤務先で行います。

受付／9:00～17:30

仕　事▶ 病院内で各科への取り次ぎが基本業務です。 
2名体制での勤務です。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶ 平日/8:30～16:30、9:30～17:30 

土曜/8:30～12:30
勤　務▶週2～3日
休　日▶日曜・祝日
待　遇▶ 雇用・労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与
勤務先▶恵庭市恵み野西2丁目

恵庭 パ 電話交換スタッフ

扶養内勤務可♪ 残業なし♪

未経験者 
歓迎‼

資　格▶不問、家庭料理の経験あれば尚可
給　与▶ 朝食:時給1,200円　夕食:時給1,100円
時　間▶ 6:00～10:00、16:00～20:30　※応相談
休　日▶ 日曜日、大学の休日　※夏季・冬季休み有
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

制服貸与、食事付き
勤務先▶ 千歳科学技術大学指定学生会館シェルブルー千歳/

千歳市北栄1丁目1-39

札幌市北区北8条西6丁目2-20 
新和ビル(株)エステートシンワ

応募 ☎0123-40-8700

学生寮の食堂での 
お仕事です！ 1,100～1,200円

時 給 パート

千歳 パ 調理

期　間▶7月中旬～10月下旬頃予定
仕　事▶ 工場内でのライン作業。主に、じゃがいも･カボ

チャの形や大きさの選別､洗浄､箱詰め作業等。 
※重量物の取り扱いはありません。

資　格▶ 未経験･フリーター･Wワーク・ 
学生(高校生可)･シニア歓迎

給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 8:30～17:30(休憩1h) 

※作業内容により残業有
勤　務▶週3日～OK
待　遇▶ 週払い制､車通勤可(無料P有)、 

送迎有(島松駅まで送迎いたします！)
勤務先▶ 恵庭市西島松0800-8000-340

☎011-802-5788（採用担当）㈱札幌ダイカンサービス〈東営業所〉札幌市厚別区厚別中央3条5丁目7-25
〈 本　社  〉札幌市北区北22条西2丁目1番16号 〈お問い合わせ〉人材派遣業(派01-24-0014)

まずはお気軽にお電話ください。

◆じゃがいも・カボチャ選果作業1,100時
給 円

お仕事登録説明会
10:00～ 14:00～6/ 6/28火 30木

島松公民館

（恵庭市島松本町3-12-20）

※JR「島松駅」より徒歩8分

※ 上記日程が難しい方は別途ご相談ください。

※説明会時も島松駅まで送迎いたします。

7月　~10月　頃中
旬

下
旬

恵庭 派 選果

◆8tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 3年以上の経験者/月給263,750円～280,050円 

未経験者/月給251,016円～

◆4tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 3年以上の経験者/月給251,016円～263,750円  

未経験者/月給244,648円～

◆11tユニック運転手/正社員 
給　与▶ 3年以上の経験者/月給270,117円～301,953円 

未経験者/月給263,750円～

仕　事▶ 仮設材、建築資材の運搬
資　格▶ 未経験者可、仮設材運搬経験者、 

要大型免許、小型移動式クレーン資格、玉掛け資格
時　間▶ 8:00～17:00（休憩1h、運行計画により変動有） 

※月平均10～20hの時間外有
休　日▶ 土、日、祝、GW、お盆、年末年始※月平均1～2日の土曜出勤有
待　遇▶ 時間外手当、休日出勤手当、燃料手当、長距離手当

（200km以上）、夜間手当（22時以降）、 
各社保完備、車通勤可、昇給有、退職金制度有

共
通
項
目

4t・8t･11tユニック運転手資格を
活かして働こう！

受付/9～16時
担当/池田☎011-377-4931

まずはお気軽にお電話ください！

北広島市輪厚431-1
北一運輸株式会社

Kitaichi Transportation Co., Ltd.

経験者 
優遇いたします

一
緒
に
頑
張
り
ま
し
ょ
う
！

未経験でも可 !

※固定時間外35h含む、試用期間（最長3ヶ月）/日給10,400円

北広島 正 4t・8t･11tユニック運転手

急募!! レストラン接客・コース売店スタッフ

小樽市稲穂1-3-6
サンモール1番街株式会社ニュー三幸Since1954

期　間▶11月中旬まで
資　格▶ 公共交通機関がない為、車通勤できる方
給　与▶ ①時給950円～  

②④時給900円～  
③時給1,200円～ 
※③は試用期間2ヶ月有/時給1,000円

時　間▶ (a)6:00～12:00 (b)9:00～16:00 
※その他6:00～18:00の間で6h勤務

勤　務▶ 週3～5日 ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、 

食事補助有（1食220円）
勤務先▶  恵庭カントリー倶楽部 クラブハウス内 

レストラン（恵庭市盤尻53番地2）

【受付/9～17時】
 ※12～14時は除く

まずは、お気軽にお電話ください。
☎0123-32-3311

①レストラン接客 ②調理補助・洗い場
③調理スタッフ（調理師免許保有者）④コース売店スタッフ

恵庭カントリー倶楽部の

ゴルフ場レストラン

食事補助
あります!

恵庭 ア パ 接客、調理、調理補助、売店

仕　事▶ 浴場内・岩盤浴場内、館内共用部分の 
モップ掛けや消毒等の簡単な清掃

時　間▶ 6:00～9:00
給　与▶時給890円～
勤　務▶週3～4日
待　遇▶ 労災保険、 

交通費規定支給、 
制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、 
従業員割引有（一緒に来店した家族も対象）、 
仕事終わりの温泉入浴無料

恵庭市戸磯
397-2えにわ温泉 ほのか

担当/なんば・こんどう☎32-2615応募

早朝清掃
恵庭 パ 清掃

WワークもOK
日数応相談

スタッフ
募集！

仕　事▶ホテル等へ、リネンのルート配送
資　格▶ 未経験者歓迎、高卒以上、 

要普通免許（平成19年6月以降免許取得者は 
要中型免許、AT限定不可）

給　与▶ 基本給/月160,000円 
※特殊手当/10,000円/月

時　間▶ 5:00～14:00  ※休憩1h 
※残業有（月20～30h程度）

休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

★ホテル配送業務拡大のため増員 千歳支店

2・4t箱車ドライバー
募集中!!

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
委細面談にて決定致します。 

千歳支店 〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

☎0123-24-2126
【受付】9～17時

千歳 契 2・4t箱車ドライバー

●決められたルートの配送です♪
●未経験者歓迎!

【製造ほか】会社の稼働日と休日を表したカレン
ダー。会社によっては休日が一般的な公休日であ
る土日祝と異なる場合がある。シフトごとの出勤
日と休日を表したものを指す場合もある（シフト
カレンダー）。工場の稼働日と休日を表したもの
は工場カレンダーという。

会社
カレンダー

知ってるようで、
 知らない


