
2022年10月21日（金） ちゃんと11

期　間▶即日～令和5年3月31日（更新の可能性有）
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1,220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 ※残業無
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） ※敷地内全面禁煙

★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

ホームヘルパー募集!
恵庭 パ 訪問介護員

千歳市勇舞8丁目1-1

担当/田中080-7067-5455

おたからや ちとせモール店

期　間▶長期
仕　事▶ 接客対応、事務作業
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 10:00～19:00の間で 

早番・遅番シフト制（実働4h） 
※通し勤務も可（休憩1.5h）　※残業なし

勤　務▶ 週3～5日
待　遇▶ 施設内に喫煙スペース有、業績によりミニ

ボーナス有、服装・髪型自由、ノルマなし

応募

未経験者 
歓迎!!

千歳 パ 店内業務

オープニングスタッフ追加募集！

お休み希望が叶いやすい♪お休み希望が叶いやすい♪
一週間毎のシフト作成

残業なし!!
働きやすさが売りです!!
期　間▶長期（3ヶ月毎の更新）
仕　事▶ 部材運搬、機械への部材セット、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎、学歴・経験不問
給　与▶ 時給1,105円 ※22:00～翌5:00/深夜割増有
時　間▶ ①16:30～翌1:00（実働7.5h）※残業なし、休憩1h 

②0:00～8:30（実働7.5h）※残業なし、休憩1h 
※①②のいずれかを選択してください。 

休　日▶ 隔週土曜・日曜、他、会社カレンダーによる
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服・保護具貸与、 

喫煙所有（2ヶ所）、有給休暇（6ヶ月後付与）
勤務先▶恵庭市戸磯

株式会社 トラスト 苫小牧市晴海町43-3
派01-300948

080-1886-5576
0144-55-4466 担当

/川岸

恵庭 派 金属部品の製造補助スタッフ

新千歳空港応援
商品券引換券を
回収・集計するお仕事です。

未経験者
歓迎!!

千歳
期　間▶10月下旬～翌1月31日
仕　事▶ 新千歳空港応援商品券引換券回収、クーポン

券、商品券等の配布、集計作業等
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生不可
給　与▶時給1,000円
時　間▶  7:00～20:30の間で5～7.5h 

※6h以上で休憩1h、残業なし
勤　務▶ 月10～20日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、受動喫煙対策有
勤務先▶新千歳空港内

千歳市美々987番地76

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

株式会社 キャスト
担当/管理本部0123-46-5472 受付/9:00～17:30

ア パ 商品券引き換え業務等

扶養内勤務可能！

仕　事▶夜間の管理業務
給　与▶ 時給1,000円 

※22～翌5時/時給1,250円
時　間▶22:00～翌7:00　※休憩1.5h
休　日▶週休2日以上

長期安定！長くお勤めいただけます

千歳市青葉5丁目6-10ホテル サブリナ

仕　事▶客室清掃、備品補充
給　与▶ 時給980円～1,000円　 

※22時以降/時給1,225円～
時　間▶ ①7:00～19:00の間で6h程度 

②18:00～24:00　※休憩0.5～1h
勤　務▶週2～3日以上

【共通項目】
待　遇▶ 車通勤可、エプロン貸与、労災保険有、 

雇用保険有（条件有）、休憩室禁煙

時給980～1,000円
◆ 清掃スタッフ

時給1,000円
◆ 管理スタッフ

まずはお電話ください。 26-7730

千歳 パ 清掃、管理
勤務時間・日数
ご相談ください!

年齢幅広く活躍できます!!
千歳

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。 千歳市幸町
2丁目3-2

ア ホールパ 洗い場兼調理補助

期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 17:30～22:00の間 ※18:00～も可 応相談 

※ 残業なし ※深夜割増有
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、休憩室禁煙

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1,250円
勤　務▶週3～5日程度

仕　事▶ 洗い場兼調理補助
資　格▶ 調理経験のある方優遇
給　与▶時給950円
勤　務▶週1～2日 募

集

ホールスタッフ
1,250円時
給

洗い場兼調理補助

950円時
給

◆ホールスタッフ

◆洗い場兼調理補助

共通項目

仕　事▶ パンと具を組み合わせる盛り付け作業、サンドウィッチを丁寧にパックに詰める作業、 
重なりや配置に注意しながらの箱詰め等

勤　務▶ フリーシフト! 1日だけでも、レギュラーで週3日等もOK!
資　格▶ 未経験者歓迎、食品衛生上マニキュア・付け爪・ひげ等は禁止、貴金属類の着用不可
待　遇▶ 交通費実費支給（上限2,000円/日）、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、屋内喫煙スペース有、 
月末月初手当有（合計6日間、最大6,000円）毎月末3日間、毎月初めの3日間1出勤ごとに1,000円支給

期　間▶即日～翌1月3日
時　間▶  ① 昼勤/ ⓐ9:00～18:00（休憩1h） ※1h程度残業の可能性有  

ⓑ14:00～18:00 ※1h程度残業の可能性有 
［12/1～12/31のみ］ 
 ⓒ8:00～17:00 ※1h程度残業の可能性有

　　　　② 夜勤/ 19:00～翌4:00（休憩1h） ※2h程度残業の可能性有
給　与▶ ①時給940円 ★12月は時給980円  

②時給1,010円 ※22～翌5時は深夜時給1,262円 

短期アルバイト

山崎製パン㈱札幌工場 恵庭市恵南10-1
★サッポロビール庭園駅から徒歩15分まずはお気軽にお電話！ 受付/9～18時 人事採用担当まで 0123-34-1128

フリーシフトだから期間中、数日だけでもOKです♪

期
間
即日▶翌1月3日

◎上記期間以外の勤務も可能です！

友達同士も歓迎！昨年来てくださった方も歓迎！今年もお待ちしております！

恵庭 ア クリスマスケーキ・パン・和菓子・オードブル等の製造補助

交通費全額支給！※ 他期間は 
当社規定による

980円時
給940円 ▼時

給12月
限定！ ②交通費優遇

①［昼勤］時給UP!!

40,000円
今年もあります!! 皆勤手当支給!!

最大
②12/1～25の間、14日以上出勤でさらに+5,000円
①12/1～25の間、10日以上出勤で+5,000円 ④ 12/29～翌年1/3の間、1日出勤ごとに+2,000円

　※③④は1日実働6h以上で1日出勤扱いとなります。
⑤12/1～31の間、団体手当5人1組で最大8,000円③12/19～25の間、5日以上出勤で+10,000円

市立千歳市民病院 千歳市北光2丁目1-1 24-3000 内線8232
総務課総務係

https://chitose-shimin-hospital.jp/（資格･免許が必要な職種については、 資格証明書等のコピーが必要です。）

看護助手を募集しています
市立千歳市民病院

仕　事▶病棟での看護補助業務 ※当直なし
資　格▶ 経験・資格は問いません
時　間▶ 6:00～14:00、11:00～19:00、13:00～21:00 

この時間帯での交替制となります ※実働7h
給　与▶  介護福祉士の資格有/月151,200～166,103円 

ホームヘルパー等の資格有/月147,316～159,870円 
無資格/月144,606～155,083円 
※ 過去の勤務年数を加算し報酬を決定します。

休　日▶4週8休（土・日・祝日勤務有）
待　遇▶ 期末手当、有給休暇、車通勤可（駐車場有）、交通費規定支給、 

制服貸与、社保完備、雇用保険、敷地内禁煙
期　間▶ 任用期間は1会計年度（4月1日～翌年3月31日）ごとになります。
★性別・年齢は問いません ★ 現在、30～60代の方が継続して勤務されています

［応募］面接は随時実施します。事前に連絡をし、申込書類をお持ちください。詳
細
は
▶

コ
チ
ラ
か
ら

千歳 パ 看護助手

院内保育所 
利用できます♪

怒りの感情をコントロールし､ストレスを軽減さ
せ､うまく付き合っていくための心理トレーニン
グの資格。
会社研修や医療福祉､教育やカウンセリングなど
様々な現場で活用す
ることができます。
また､資格で得た知
識を教えられるよう
になる講座があり､
学んだことを多くの
方に発信できるよう
になります。

体制強化のため

増員募集
新卒者歓迎・異業種からの転職歓迎・勤務開始日応相談

◆自動車部品の製造
仕　事▶ 製品の加工・取付・機械オペレーター、 

その他関連業務、製品の生産対応全般
給　与▶ 月153,500円～ 

※職務経験等により優遇いたします
資　格▶ 18歳以上(省令2)、高卒以上、経験不問（製造

業務経験者歓迎）、交通機関が不便なため、マ
イカー又は自力通勤可能な方

勤　務▶5勤2休または4勤2休の交代勤務
勤務先▶苫小牧

◆工場設備の保全
仕　事▶ 工場設備の機械・電気に関する保守、管理、 

計画立案、設備改善、省エネ対策、その他関連業務
給　与▶ 月201,000円～ 

※職務経験等により優遇いたします
資　格▶ 18歳以上(省令2)、交通機関が不便なため、マ

イカー又は自力通勤可能な方、機械・設備に興
味がある方、保全業務経験者歓迎

勤　務▶4勤2休の交代勤務
勤務先▶千歳または苫小牧

期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ ①8:30～17:30　②20:30～翌5:30 　※①②の交代制　 

※休憩1h　※残業月25h程度有　（配属や生産状況によって変動あり）
休　日▶ 5勤2休/年間121日　4勤2休/年間144日　※GW、お盆、年末年始休み有
待　遇▶ 社保完備、賞与年2回、退職金制度有、昇給有、交通費支給有、 

無料駐車場有、制服貸与、企業内保育施設有、試用期間6ヶ月有、屋内禁煙（屋外喫煙所有）
まずはお電話の上、履歴書と職務経歴書をご送付ください。

〒066-0077 
千歳市上長都1053-1

■自動車部品製造業

㈱ダイナックス 0123-24-2891 人事総務部 
採用担当 宛

● GW・お盆・年末年始
は9～10連休

● 社員食堂や社宅、 
企業内保育所有
etc...

《共通項目》

千歳・苫小牧 正 工場設備の保全・自動車部品の製造

担当/中野0123-39-2133
〒061-1433 恵庭市北柏木町5丁目3-1

履歴書（写真貼付）を下記担当者宛に
郵送いただくか、直接お電話ください。応募

女性が活躍している職場です!!

株式会社 恵庭商品物流センター

期　間▶ 3ヶ月の試用期間後～翌2月末迄  
※その後1年毎の契約更新

仕　事▶商品の仕分けや各店舗への発送準備作業
給　与▶ 一般商品仕分け担当/時給945円 

重量物含む商品仕分け担当/時給1,085円
時　間▶ ①9:00～15:00 ②9:00～15:30  

③9:00～16:30 ④⑤9:00～17:00  
⑥10:00～16:00 ⑦12:00～17:00  
⑧13:00～17:00  
※6h以上勤務の場合、休憩1h 
※作業量により残業の可能性有（可能な方にのみお
願いしています）

勤　務▶ ①⑥⑦週4日 ②⑧週4日以上 
③週3日 ④月、木 ⑤週3日以上 
※ 勤務条件により、扶養内勤務または社会保険適用
となります。

休　日▶土・日、その他曜日は応相談
資　格▶ 祝日勤務可能な方、60歳未満の方（定年60歳の

為）、学生不可
待　遇▶ 勤務時間により社会保険適用、有給休暇有（6ヶ月

勤務後付与)、交通費規定支給（月額上限15,000
円）、制服貸与、車通勤可、センター内全面禁煙

長期可能な方歓迎!

★社会保険適用可★扶養内OK!!
★70歳までの再雇用制度有

恵庭 ア パ 商品仕分け担当


