
2022 年 7 月 22 日（金） ちゃんと13

募集

勤務先▶�千歳市および近郊
仕　事▶�イベント行事、道路工事�

などの交通誘導警備業務
資　格▶�未経験者歓迎、学歴・年齢不問、�

18歳以上（省令2)
給　与▶�日給8,000～12,000円 

※法定研修期間（20h)/時給889円
時　間▶��9:00～17:00（休憩1h）
勤　務▶�週1日～
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、昇給

有、送迎有、正社員登用制度有、試用期間3ヶ月有（同条件）

警備スタ ッ フ

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎23-0501

千歳市高台5丁目1-5㈲M.D.N.SECURITY

WワークOK 週1日からOK

正社員登用
制度有

千歳・その他 ア 警備スタッフ

岩見沢市岡山町129-26

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。
受付時間/8:30～18:00

株式会社 サン研ライフサービス
0120-537-917 担当/川崎

仕　事▶�浴場・館内清掃
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給900円～ 

※試用期間/時給889円
時　間▶�7:00～11:00　
休　日▶�シフト制　※応相談
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇
勤務先▶�恵庭温泉�ラ・フォーレ(恵庭市恵南4-1)

清掃清掃スタッフスタッフ

年齢年齢幅広く幅広く
活躍中!!活躍中!!

恵庭 パ 清掃
時給時給

900900円円 スタッフ募集!!スタッフ募集!!

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

時　間▶�①9:00～15:00、19:00～翌1:00�
②14:00～18:00

給　与▶�時給940円 
※22:00以降/時給1,175円 
※試用期間/同条件

勤　務▶�①週2日程度�
②土・日・祝

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

0123-40-20770123-40-2077 090-2511-4127

◆ ベッドメイク

千歳 パ ベッドメイク

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

（田口）応 募

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールショッピングモールのの

0120-03-6323
　080-2871-5294

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給889円
時　間▶�①8:00～11:30�

②14:30～19:30�
※シフト制

勤　務▶�週5日程度
待　遇▶�労災保険、制服貸与、�

交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�ちとせモール/�

千歳市勇舞8丁目1-1

千歳 パ 清掃

清掃スタッフ募集！清掃スタッフ募集！清掃スタッフ募集！清掃スタッフ募集！
日数やお休み等ご相談ください♪

未経験者大歓迎! ブランクある方もOK!

◆4tトラック運転手
仕　事▶�4t箱車にて雑貨、住宅建材商品、サッシ、段ボール

等を千歳市内及び道内に配送する業務
資　格▶中型自動車免許、経験者優遇
給　与▶月230,000～280,000円
時　間▶�8:00～16:20（休憩1h）�

※業務内容により異なります。
休　日▶�日祝他（月6～9日）、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回、制服貸与、交通費規定支給、

車通勤可、退職金制度有、試用期間3ヶ月/同条件

増員募集!!増員募集!!
★�経験者は経験により★�経験者は経験により
優遇!!優遇!!

★�未経験で異業種から★�未経験で異業種から
転職する方も歓迎!!転職する方も歓迎!!

4tトラック運転手

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。
★面接は千歳営業所にて行います。

☎0123-28-2013 担当/採用係

千歳市泉沢
1007-158北宝運輸㈱千歳営業所

千歳 正 4tトラック運転手

まずはお電話ください。 お問い合わせもお待ちしております。

☎0145-22-3452 担当/佐々木

勇払郡安平町早来富岡254-6�
東海物産㈱北海道工場
■調味料探究会社

仕　事▶�原料（液体・粉末・ペースト）の投入補助、野菜・畜肉な
どのカット作業�
製造機械・器具の洗浄（調味料を入れる樽やカゴ、装
置や配管の洗浄）�
包装作業（容器に調味料を充填、段ボールに入れる、
パレットへの移動）

時　間▶�9:00～17:30　※実働7.5h　�
※製造内容や業務により遅番の場合有

◆食品製造補助

仕　事▶�調味料の包装作業、パレットへの移動等
時　間▶�フルタイム/9:00～17:30　※実働7.5h�

パートタイム/10:00～16:00　※実働5h

◆食品包装作業

資　格▶未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶時給1,050円～
休　日▶土日祝、他会社カレンダー有
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

無料駐車場有、作業服貸与、試用期間3ヶ月

《共通項目》
★覚えられるまで、ゆっくり丁寧にお教えします♪

土日祝 土日祝 
お休みお休み

希望休の取得はもちろん、希望休の取得はもちろん、
急なお休みにも対応します！急なお休みにも対応します！

★千歳・恵庭から車で20〜30分程度、静かな道で快適通勤♪

子育て中の方に子育て中の方に
優しい職場優しい職場

安平 契 食品製造補助 契 パ 食品包装

花花ののメンテナンスメンテナンス
スタッフ募集!!スタッフ募集!!

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

勇払郡安平町
早来富岡210-20

仕　事▶�新千歳空港館内にある展示植物の給水等�
メンテナンス、植物の交換作業等

資　格▶���未経験者・経験者ともに歓迎、�
土日祝勤務可能な方

給　与▶�時給920円　
時　間▶�7:30～17:30の間で実働7.5h（休憩1h）
休　日▶�月8～10日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、�

有給休暇、館内割引有
勤務先▶千歳市美々　新千歳空港

千歳 ア パ 花のメンテナンススタッフ
新千歳空港の

はじめての方でもはじめての方でも
安心して働けます♪安心して働けます♪

しっかり しっかり 
サポートします!サポートします!

定年退職後の方や
シニア層の方も
歓迎!!

勤務開始日、面接日も勤務開始日、面接日も
ご相談くださいご相談ください

仕　事▶��新千歳空港関係者専用ゲートにて、�
入出場者の確認業務。通行証の確認や、�
出入者に対してのセキュリティ管理が�
主なお仕事です。

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶��時給1,000円 

 ※法廷研修20h有/17,780円支給
時　間▶�6:30～21:30の間で実働5～8h�

※1年単位の変形労働時間制での勤務シフト
休　日▶週休2日、シフト制　※年間休日105日�
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

国家資格取得制度有（警備員業務検定/
費用当社負担）

勤務先▶�千歳市平和/新千歳空港国際貨物ターミナル

〒004-0877�札幌市清田区平岡7条3丁目8-22�
平清警備株式会社

☎011-885-4141担当/
山田

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書をお持ちください。

応募

30,000円支給!

入社祝い金
入社3ヶ月後

未経験者歓迎
資格取得制度有

千歳 契 施設警備員

千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F
レストランユック 新千歳空港店郷土料理定山渓温泉

「鹿の湯」グループ

担当/田中☎0123-46-5830☎0123-46-5830
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

【共通項目】
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・学生（高校生可）・シニア歓迎
勤　務▶週2～5日で希望日数ご相談ください。
待　遇▶�交通費実費支給、賞与有（実績による）、�

食事手当支給、勤務実績により有給休暇有、昇給有

仕　事▶ご案内・オーダー取り・配膳・下げ膳・レジ等
時　間▶11:00～19:00の間で実働4h～
給　与▶【一般】時給930円　【高校生】時給910円

仕　事▶自動洗浄機を使用しての食器洗浄
時　間▶�【一般】平日/12:00～16:00��

【一般・学生】土日祝/12:00～19:00　※応相談
給　与▶�【一般】時給930円～　【高校生】時給910円～

　※経験・能力考慮

仕　事▶料理の仕込みや盛付等
時　間▶�【一般】平日/10:00～19:30の間で実働4h～�

【学生】平日/17:00～19:30�
【一般・学生】土日祝/10:00～20:00　※応相談

給　与▶�【一般】時給950～1,000円 　【高校生】時給920円～
※経験・能力考慮

◆ 調理補助　★家庭での経験が生かせます！

◆洗い場　★自動洗浄機があるので簡単業務

◆ホール　★夏休みだけの短期アルバイトも歓迎

募
集

洗い場
ホール

調理補助 ★平日のみ・土日のみ等曜日固定OK！
★テスト休みなど学業との両立OK!
★�主婦さんが多いのでご家庭の急な�
お休み等に理解度が高い環境です！

千歳 ア パ 調理補助、洗い場、ホール
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＼仕事探すなら／

（株）萌福祉サービス

スタッフ募集スタッフ募集

仕　事▶�訪問介護業務。同一施設内のみの訪問稼
働ですので運転は必要ありません。

資　格▶初任者研修修了以上
給　与▶時給910～1,160円
時　間▶応相談
勤　務▶シフト制

◆訪問介護職員/パート

◆看護師/正社員
�仕　事▶�利用者様の健康状態の確認及び、�

必要な対応
資　格▶�看護師、准看護師資格
給　与▶�月228,000～250,000円 

※ 資格手当28,000～50,000円、 
職務手当10,000円、 
キャリアパス手当10,000円含む

時　間▶�7:00～19:00の間で実働7h（休憩1h）

仕　事▶�従業員の勤怠、出勤月報等の書類管理、�
作成、書類整理等

資　格▶�基本的なPC操作可能な方（Excel・Word）
給　与▶�月180,000～200,000円　 

※職務手当30,000～50,000円含む
時　間▶�9:00～17:00（休憩1h）

◆人事労務スタッフ/正社員

◆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180,000～195,000円 

※ 資格手当10,000～25,000円、 
職務手当30,000円含む

時　間▶9:00～17:00の間で実働7h（休憩1h）

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 

※賃金改善手当/月3,000円、 
　資格手当6,000～25,000円含む

時　間▶�16:30～翌9:30

◆夜勤専属介護スタッフ/正社員

グループホーム 萌 えにわ 
（恵庭市和光町4丁目8番20号）

資　格▶�64歳以下（定年雇い止めのため）
休　日▶�月7日、有休・慶弔休暇あり　※シフト制
待　遇▶�各種社会保険完備（法定により）、賞

与年2回、交通費当社規定支給（上限
31,600円）、車通勤可、制服貸与、試
用期間3ヶ月あり（同条件）、各種褒賞
制度あり、退職金制度（勤続3年以上）、
キャリアアップ（昇給制度）あり

共
通
項
目

テレビCM放映中!! 
ぜひ一度ご覧ください！

見てね♪見てね♪

2
施
設
募
集

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

ご応募 ご応募 
お待ちしております!お待ちしております!

恵庭 正 サービス提供責任者、看護師、人事労務、夜間専属介護パ 訪問介護

正社員正社員3職種3職種募集募集!!!!

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☎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▶�新千歳空港専属のタクシー運転手
時　間▶�日勤/7:30～21:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶�月給18万～30万円
資　格▶�普通二種以上

〈正社員〉
空港専属 
タクシー 
乗務員

仕　事▶観光・送迎バスの乗務員
時　間▶�6:30～20:00の間で実働8h
勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給26万円～
資　格▶�大型二種

〈正社員〉

大型バス
乗務員

 ★女性も活躍できる♪

マイクロバス 
乗務員も募集中！

【資格】中型二種

恵庭 正 トラック・バス・タクシー乗務員

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�6:00～15:00、9:00～18:00、�

18:00～翌3:00
給　与▶�時給890円～+交通費規定支給 

※22:00～翌5:00/深夜手当有
休　日▶�土日　※他工場指定の休日有
待　遇▶�各種社会保険完備、有給休暇有、�

制服貸与、昇給有（人事考課による）、�
車通勤可、交通費規定支給

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場

☎34-6866
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時�
担当/石橋

セブン-イレブン・ジャパンセブン-イレブン・ジャパン向けの 向けの 
パン生地製造をしている会社です。パン生地製造をしている会社です。

スタッフ募集!スタッフ募集!
パン製造パン製造
★正社員登用制度有！ ★土日お休み！

恵庭 パ 製造


