
2022年7月8日（金） ちゃんと9

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、その他 

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！
★1年以上、離職者ナシ！長く働ける環境です。
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▶ ①店内業務及び、野菜のピッキング業務 
②店内業務及び食肉加工補助 
　（パック詰め、品出しなど）

資　格▶ 未経験者歓迎、PC入力可能な方
給　与▶時給900円～
時　間▶  11:00～16:00 

※シフト制　※時間変動有
勤　務▶ 週3～5日　※応相談 

（水・日・祝はお休みです。）
待　遇▶ 労災保険、エプロン貸与、車通勤可

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-3989

 

千歳市日の出3丁目16-30モトゴロウ株式
会社

  

OK!

千歳 パ 店内業務 恵庭 パ 調理補助

☎0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

応
募

0909workお仕事イロイロあります！

北日本事業統括部 千歳営業所㈱ジャパンクリエイト 千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F 労働者派遣許可番号 （派）27-300717 有料職業紹介事業許可番号 27-ユ-300414

オススメ!

仕　事▶ 食パン製造及び仕分け作業
給　与▶ 時給1,000円～ 

※22～翌5時/時給1,250円～
時　間▶ 24時間の間で実働8h　※応相談
勤　務▶ 週4日～　※休日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、 
退職金有（規定による）

★ 24時間の間で4～5hの短時間パートも同時募集！時給990円～

パンの製造及び仕分け NO.1957-A-01恵庭市恵南

・選べるシフト ・日払い、週払い可能

・選べる時間帯
・扶養内OK・Wワーク歓迎

・シニアの方も歓迎!!

★千歳営業所で随時登録会開催‼

20名 
大募集

和気あいあい♪
私たちと一緒に 
働きませんか？

時給UP 1,000円～！

恵庭 派 工場内作業

正社員・パート
募集!

電話連絡の上、写真付き履歴書を持参 
もしくはご郵送ください。 〒066-0064 千歳市錦町4丁目9番地

（株）マリアージュインベルコ千歳支社 採用担当宛 

【履歴書郵送先】

★勤務時間や休日は応相談 ★扶養内勤務可能 ★通勤手当有

小学生から高校生のお子様がいる方には

（1日500～700円　※規定有）
子育て支援金支給

千歳 正 パ ホールスタッフ

◆ パート
仕　事▶ 接客、配膳、片付け
時　間▶ ①10:00～15:00、 

②17:00～20:00 ※①、②選択可
休　日▶ 週休2～3日 ※時間応相談
給　与▶時給1,000円 ※土日/時給1,100円

◆ 正社員
仕　事▶ 婚礼、宴会レストラン業務等全般
時　間▶ 9:00～21:00の間でシフト制 ※実働8h
休　日▶週休2日
給　与▶ 月給179,240円 

※試用期間2ヶ月/同条件

共通項目
勤務先▶ ベルクラシックリアン平安閣/千歳市錦町4丁目9　　待　遇▶ 各種保険完備、制服貸与、車通勤可、有給休暇

パートの
方は

(採用担当部署直通)080-4415-2765

★ 社員登用有

まずはお気軽にお電話ください。 
面接には写真付履歴書をお持ちください。パーラー恵み野 ☎36-4114恵庭市恵み野西1丁目4番

受付/平日9～17時

◆ 駐車場スタッフ/北広島市
仕　事▶ 店内床のモップ拭き、駐車場のゴミ拾い、分別等
給　与▶時給889円
時　間▶ 7:30～11:00（休憩15分）
勤　務▶週3日程度

◆ 清掃スタッフ/恵庭市・北広島市
仕　事▶ 店内清掃全般、トイレ、玄関等の清掃、 

（お客様の周り）空き缶・ゴミ回収
給　与▶ 時給900円～ 

※22時以降は、時給25％アップ
時　間▶ 13:00～23:00（実働4～6h）
勤　務▶週3日程度

資　格▶ 未経験者歓迎 
※駐車場と閉店後清掃のみ高卒以上

待　遇▶制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4 

北広島市中央3丁目6-1

共通項目
仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、

簡単な調理業務
給　与▶時給900円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度
勤　務▶週2～3日

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

スタッフ募集! 時間 
応相談！

恵庭・北広島 パ 清掃、厨房

勤務先▶ 千歳市春日町4丁目 
（JR千歳駅から徒歩18分）

仕　事▶ マンション共用部分清掃（床拭き
掃き･ガラス･ドア等）、居住者の
来客対応、一部書類作成補助等

時　間▶ 13:30～17:30
給　与▶ 時給890～990円
休　日▶ 第2･4土曜、日曜、祝日 

※ 夏季・年末年始休暇、 
特別休暇有（規定有）

待　遇▶ 交通費規定支給（月2万円迄）、 
制服貸与、雇用･労災保険、有給休
暇、昇給の可能性有、定年制（72歳）

応　募▶ まずは下記住所まで履歴書（写真
貼付）をご郵送ください。

お問合せ ☎0120-088-273（担当/採用係）

株式会社マリモコミュニティ
〒730-0031
広島市中区紙屋町1-3-2 銀泉広島ビル11F

●マンション管理（東急グループ）

https://www.marimo-mc.co.jp 検索

昼の4時間を有効活用♪

健康維持 にピッタリ！

マ
ン
シ
ョ
ン 

管
理
員
募
集

 
 

千歳 パ マンション管理員

千歳市幸町3丁目CS
KOMACHIビル2Fサンタナ

(19時以降)
(19時まで)

☎0123-23-2214
090-8906-4932

応
募

給　与▶ レギュラー/ 時給1,600円以上 
※経験者優遇

　　　　アルバイト/時給1,500円以上
時　間▶ 19:00～翌1:00の間でお好きな時間 

★短時間でもOK!
待　遇▶ 貸しスーツ等有り、 

交通費規定支給、他手当有 
※委細面談

ノンアルコールOK

未経験者歓迎

WワークOK!

日払いOK!★新型コロナウイルス 
　感染予防対策を施しており、 
　安心して働けます！

30～40代活躍中！
千歳 ア カウンター・フロアレディ

http://bibigawa.or.jp☎0144-58-2435

〒059-1361 苫小牧市字美沢193番地1
【応募】写真付履歴書をご郵送ください。

担当：長嶺美々川福祉会

仕　事▶ 障がい者支援施設での日中活動および 
夜間の生活支援業務等

資　格▶ 要普免、高卒以上、PC操作ができる方、 
資格・経験不問、未経験者歓迎

時　間▶ 8:45～17:30（休憩45分）、 
17:00～翌10:00（休憩120分）  
※1ヶ月単位の変形労働時間制

休　日▶ 週1日以上　※年間休日127日（令和2年実績）、
リフレッシュ休暇有

給　与▶ 月給209,500円～（処遇改善手当等含む） 
※夜勤手当/1回4,000円（月4回程度）

待　遇▶ 各社保完備、損害保険有、車通勤可、 
交通費規定支給、退職金制度有

昇給
制度有「

人
の
あ
た
た
か
さ
」を
感
じ
る
お
仕
事
。

ぜ
ひ
一
度
、お
話
を
聞
き
に
来
て
く
だ
さ
い
。

福 祉 資 格・経 験 は 不 問！  

支援員募集!!正職員

苫小牧 正 支援員

社会福祉法人

資　格▶ 保育士資格、幼稚園教論免許
給　与▶ 時給1,000円～
時　間▶ フルタイム/7:00～18:00の 

　　　　　 間で実働8h 
午後パート/13:00～19:00

休　日▶ 日祝他
待　遇▶ 交通費規定支給、雇用・労災保険、

試用期間1ヶ月有

◆パート◆正社員
資　格▶ 保育士資格、幼稚園教論免許
給　与▶ 月給190,000円+各種手当 

※賞与年2回 
（6月・12月、処遇改善手当Ⅰ、年1回支給）

時　間▶ 平日/8:15～17:15 
土曜/9:15～18:15 
※週40h　シフト制

休　日▶ 4週6休(日祝他、隔週土曜日)、 
年末年始 
※年間休日105日

待　遇▶ 交通費規定支給、各社保完備、 
退職金共済

まずは電話連絡の上、 
写真付履歴書をお持ちください。☎29-3311

千歳市みどり台南2丁目12-6 【担当/小原】　【受付/9～17時】

保育士募集!!

ぜひご応募 
ください♪

希望休、有給休暇を 
取得しやすい環境です！

千歳 正 パ 保育士

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

時　間▶ ①7:30～11:00（実働3.5h) 
②8:00～11:45（実働3.75h) 
③8:00～12:00（実働4h）　※①、②、③シフト制

給　与▶ 時給900円 （月額63,000円程度）
休　日▶ 週休2日程度、年末年始

◆雇用保険有/④のみ社会保険有

市内送迎有

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）　※①、②、③シフト制

給　与▶時給900円～　　休　日▶土・日・指定日

給　与▶ 時給950円～ 
※月額130,000円程度

時　間▶ 8:30～16:00（実働6.5h）
休　日▶ 土・日、工場指定日　※祝日のある週は土曜出勤有

◆雇用保険有

◆雇用保険・社会保険有

千歳市泉沢

待　遇▶交通費規定支給、制服貸与
共通項目

時　間▶ 17:30～20:00（実働2.5h）
給　与▶ 時給900円～ 

（月額47,000円程度）
休　日▶ 土・日・祝、年末年始

恵庭市役所(恵庭市京町)

WワークOK

㈱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。

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、GW、夏期、年末年始

◆雇用保険有

時　間▶ 9:00～14:00（実働5h）
給　与▶ 時給900円～
休　日▶土・日・祝　※週3日程度の勤務（日数応相談）

Web応募
はコチラ!

ヤマト運輸（千歳市泉沢）

デンソー北海道（千歳市泉沢）

札幌日清（千歳市上長都）

新千歳空港 (千歳市美々)

時　間▶ 8:00～11:30（実働3.5h）
給　与▶ 時給900円～
休　日▶土・日・指定日、年末年始

公立千歳科学技術大学

キリンビール北海道千歳工場 (千歳市上長都)

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
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、年末年始

恵庭市盤尻

千歳・恵庭 パ 清掃


