
2022年9月16日（金） ちゃんと11

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!

〒066-0039 千歳市富士4丁目18-8
千歳富士4丁目店

0123-27-4711担当/橋本
まずはお電話ください！面接時、履歴書不要！

学生さん・主婦（夫）さん・フリーターさん大歓迎! !

セブンで

はじめよう！
バイトを

週1日～
※応相談

Wワーク
　OK!

期　間▶ 長期、1年以内等、働く期間はご相談ください。
給　与▶ 時給920円 

※6時～9時/時給950円 
※22時～翌5時/時給1,150円

時　間▶  ①6:00～9:00 ②9:00～13:00 
 ③13:00～17:00 ④21:45～翌2:00 
⑤21:45～翌6:00　

待　遇▶制服貸与、車通勤可 

その他の時間も
応相談♪

千歳 ア パ 店内業務全般

★土日休み　★力仕事なし 
★カンタンなお仕事！

徹底した新型コロナウイルス感染症
対策で安心して働ける環境です♪

千歳市末広2丁目
1-12-2F㈱G&Best 担当/遠藤0123-21-8388

まずはお気軽にお電話ください。
面接の際は写真付き履歴書をお持ちください。
在職中の方も、面接日はお気軽にご相談ください。 

長期休暇がある月も
基本給の変動なし!!
安定した収入が得られます♪

GW、お盆、
年末年始の
長期休暇あり

20～40代の女性多数活躍中!!

仕　事▶ 自動車部品（完成品）を目視や顕微鏡を使用して
検査します。他、製品の箱詰め等の出荷準備。

資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）歓迎
給　与▶ ［正］ 月160,000円～  

※試用期間1～3ヶ月/時給920円 
※能力・経験により昇給有 
★月収例/月160,000円＋残業代 
　（40h分）＋交通費＝210,000円

　　　　［パ］ 時給950円～ 
★月収例/時給950円×週5日×1日8h 
　＝月152,000円

時　間▶ ［正･パ］ ①8:00～17:00　②9:00～18:00 
※①②選択可能

　　　　※ フルタイムで働ける方募集、勤務時間は応相談有
勤　務▶ ①②月～金曜
休　日▶ 土･日曜、GW（9～10日）、お盆（9～10日）、 

年末年始（9～10日）
待　遇▶ 各種社会保険完備、交通費規定支給(月8千円ま

で)、車通勤可、無料駐車場完備、作業服貸、昇給年
1回、昼食のお弁当（380円程度）注文可能、育児・
介護休暇取得実績有、60歳定年制、①･②のパー
トは能力に応じて正社員登用有

勤務先▶ 不二電子工業㈱千歳工場内（千歳市泉沢1007-211）

◆自動車部品の検査・出荷準備

夏は涼しく、冬は暖かく快適な職場です‼
髪色・髪型は自由。仕事に差し支え 
なければネイルもOK！！

千歳 正 パ 自動車部品の検査・出荷準備 

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

扶養・住宅・
寒冷地手当
支給

夜勤の可否
対応可能!

資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月169,000円～ 

+夜勤手当 4,428円～/回 
+資格手当 5,000円 
（年齢・経験に応じて支給） 
※賞与年2回（3.4ヶ月分）

◆ 正職員

資　格▶ 介護職員初任者研修修了者 
（ヘルパー2級）あれば尚可

給　与▶ 月163,250円～ 
+夜勤手当（10,000円/回) 
※賞与年2回（2.55ヶ月分） 
※介護福祉士手当5,000円

◆ 準職員

介
護
職
員
募
集

共通項目

処遇改善手当 78,000～98,000円（偶数月毎支給）

詳細は 
HPをご覧 
ください！

千歳 正 準 介護職員

 0123-49-6805

仕　事▶ 入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～19:00（実働8h、休憩1h） 

夜勤/ 17:30～翌9:30（実働14h、休憩2h）  
※月4～5回

休　日▶ 週休2日制　※年間休日120日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

有給休暇有、退職金制度（共済会有）
勤務先▶ 特別養護老人ホーム　暢寿園 

（千歳市富丘2丁目7-5）

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。

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

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!

【警備業（公安委員会認定第1200-0140号、社団法人北海道警備業協会会員）】

お電話の上、写真付き履歴書をお持ちください。

0123-29-3831 ※随時面接いたします。

あなたも
一緒に働こう♪
ライフスタイルに
合わせて働けます

希望日数
曜日の相談 
大歓迎です♪

千歳支店:千歳市勇舞7丁目5-9
北斗警備株式

会社

資　格▶ 18歳以上（省令2）、学歴・経験不問、 
定年退職後の方も歓迎

時　間▶8:00～17:00 ※変動有
給　与▶ 時給1,230円～、日給9,840円～ 

※就業前研修（5日間として49,200円支給）
勤　務▶週1日～OK ※曜日・日数相談可（お気軽に♫）
待　遇▶ 各社保完備、制服装備品一式貸与、交通費規定支

給、車通勤可（駐車場完備）、送迎有、資格取得支
援（費用全額当社負担）、各種手当別途支給、他

勤務先▶ 千歳・恵庭市内及び近郊 
※ 旭川・札幌・岩見沢・ 
伊達・室蘭・苫小牧でも勤務可

定期昇給
長期安定

未経験
Wワーク
歓迎

千歳・恵庭・他 ア パ 交通誘導警備員

1,300円時
給

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

［恵庭市戸磯］電子機器の部品製造 ★増員募集
仕　事▶ プリント配線基板検査・製造業務。素材の穴あ

けや、切断等、機械を使用した作業が中心です。
重労働はありません。

期　間▶ 即日～3ヶ月
資　格▶ 未経験者歓迎、資格不問
給　与▶ 時給1,300円 

※22時以降深夜割増（時給1,625円）
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※シフト制
勤　務▶ 4勤2休または5勤2休（会社カレンダーによる）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、無料P有、各社保完備

★しっかり稼ぎたい方にオススメ!
★未経験者歓迎！

恵庭 派 部品製造

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

仕　事▶ 新千歳空港の 
設備運転保守管理業務 
※正社員ですが、業務の契約形態は派遣　
　の為、「常用派遣」となります。

資　格▶ 無資格可、ボイラー1級・2級等の資格や 
実務経験があれば尚可

時　間▶ ①9:00～17:30　②16:00～翌9:00 
※②がメインです。どちらもできる方歓迎。

給　与▶ 月給180,000円～　 
※22時以降深夜割増有

休　日▶ シフト制
待　遇▶ 社保完備、制服貸与、交通費規定支給
勤務先▶ 新千歳空港旅客ターミナル

勤務先 新千歳空港

設備管理
スタッフ募集

千歳 正 設備管理

歯科衛生士or看護師

〒061-1409  恵庭市黄金南7丁目9-9 
電話連絡の上、下記住所まで写真付履歴書を郵送ください。

担当/金札（カナフダ）
0123-33-9944

資　格▶ 歯科衛生士免許または看護師免許保持者
給　与▶ 正/月220,000円～ 

※昇給有、報奨金有、賞与有、退職金有 
パ（常勤）/時給1500円 
※昇給有、報奨金有

時　間▶ 9:00～18:00
勤　務▶ 正/月～土の間で5日間 

パ/月～土の間で4～5日間
休　日▶ 日、祝、他 

（GW、お盆、年末年始等）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与

上記募集人数2～3名です

増員
募集

恵庭 正 パ 歯科衛生士、看護師

期　間▶即日～長期
時　間▶ ①10:30～19:30　 

②9:30～19:30
給　与▶ ①時給1,150円～ ②時給1,050円～
休　日▶ シフト制（週3～5日の相談可能）

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-642
㈱アスクゲートノース

場所 北ガス文化ホール

期　間▶即日～10月末
時　間▶  8:30～17:30 （午前・午後・昼休憩有）
給　与▶ 時給1,011円～ 
勤　務▶ 週3～5日 

（出勤日数の相談可能）

お
仕
事登録会
相談＆開催

どちらも4～8hの
相談可能

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F
当社は「社団法人 日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号 派01-300587

 

期　間▶ 長期
時　間▶ ①9:00～17:00 ②17:00～22:00 

※①②どちらか選択制
給　与▶①時給1,007円～ ②時給1,150円
休　日▶日・他 ※工場カレンダーによる
勤　務▶週3日～相談可能

期　間▶長期
時　間▶  8:00～17:30
給　与▶ 時給1,100円
休　日▶土日（大型連休有）

期　間▶長期
時　間▶  8:00～17:00
給　与▶ 時給1,100円～ 
勤　務▶シフト制（週3日～勤務OK）

期　間▶①即日～長期 ②10月上旬～長期
時　間▶  9:00～18:00、9:00～15:00、

12:00～18:00 ※相談可能 
※夕張は9:00～18:00のみ 
※繁忙期は時間変動の可能性有

給　与▶時給1,100円～ 
休　日▶シフト制（週4～5日勤務相談可）

9:00～13:00

9/22木開
催
日
時

①送迎有

事前見学可能

千歳・恵庭・他 派 接客・販売、製造、包装、検品、軽作業、選別

期　間▶ 即日～12月末 （延長の可能性有）
時　間▶8:30～17:30
給　与▶時給1,000円～
休　日▶土日   勤　務▶週3日～相談可能

出勤日数の 
相談可能

けあビジョンホーム恵庭島松
7月に開設したばかりの新しいホームです

介護スタッフ
募集！働く職員も幸せ。

うわさ話、かげぐち禁止の 
職場を目指しています。

恵庭市島松寿町2丁目12
けあビジョンホーム恵庭島松0123-36-0100 担当/坂井

時　間▶ 7:15～16:15 10:00～19:00 16:00～翌9:00 ※パートは応相談
休　日▶ 正社員/シフト制 ※年間休日110日 ※パートは応相談
待　遇▶ 各社保完備、(パートは雇用・労災保険)、交通費全額支給、車通勤可、昇給年1回、賞与年

2回、食事補助有、永年勤続表彰（5年経過表彰金＋5日連続休暇)、有給休暇、資格取得サ
ポート制度、特定処遇改善加算

共通項目

お電話のうえ、面接時に写真付き履歴書をお持ちください。

けあビジョンホーム恵庭でも募集中！お問い合わせください

資　格▶ 未経験者歓迎、介護職員初任者研修修了以
上あれば尚可

給　与▶ 時給930円～　介護福祉士/時給980円～ 
＋夜勤手当6,000円/回

資　格▶ 経験者優遇、介護職員初任者研修 
修了以上、介護福祉士・ 
支援専門員あれば尚可

給　与▶ 月210,000～380,000円 
※夜勤手当5回分含む 

◆ 介護職/パート◆ 介護職/正社員

訪問介護事業所の管理者も同時募集！ 給　与▶ 正/月210,000円～　パ/時給1,500円～ 

恵庭 正 パ 介護


