
2023 年 1 月 13 日（金）ちゃんと 8

◆一般事務(契約社員)
期　間▶1年毎の更新制 ※原則更新
仕　事▶ 電話でのショールームご案内、営業

補助、電話・来客対応、簡単なPC入
力、清掃等

資　格▶Excel・Wordの簡単な操作可能な方
給　与▶基本給/月150,000～160,000円
時　間▶8:45～17:00 ※休憩1h、残業なし
休　日▶年間休日109日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

試用期間3ヶ月
勤務先▶ アイグステック（株） 恵庭営業所 

恵庭市大町2丁目2-11 
※TSUTAYA（岡本書店）側

011-865-3668 担当/小笠原

札幌市白石区南郷通20丁目北3番28号 札幌南郷ビル 5F

電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へお送りください。
メールでの応募も受付けます。 ※面接は恵庭営業所で行います。

t.ogasawara@aigs-tech.jp

アイグステック㈱ 札幌支店

ご応募お待ち
しています！

恵庭 契 事務

時　間▶ 16:00～19:00（実働3h） ※残業月0～5h
休　日▶日曜日　※週2～3日勤務
待　遇▶施設内禁煙

◆新富1丁目3-5/デイサービス ※車通勤可

時　間▶ 16:00～18:30（実働2.5h） ※残業月0～5h
休　日▶日曜日　※週2～3日勤務
待　遇▶施設内禁煙

◆流通3丁目/デイサービス ※車通勤可

時　間▶ 5:00～9:00（実働4h）　※残業月0～5h
休　日▶土曜日・日曜日・祝日　
待　遇▶敷地内禁煙

◆北光2丁目/院内

時　間▶ 7:00～16:00（実働7h）、7:00～11:00（実働4h） 
※ 残業月0～10h

勤　務▶月20日程度 ※日数時間応相談
待　遇▶敷地内分煙、喫煙スペースの清掃有

◆新千歳空港/国際線ターミナル

Wワーク Wワーク 
  OK！  OK！

期　間▶ 雇用の定めなし ※65歳以上は1年更新
給　与▶時給920円　　待　遇▶交通費規定支給

共通
項目

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル2F

受付/9〜17時
※日・祝を除く

■総合施設管理 千歳支店日興美装工業㈱

まずはお電話の上、面接の際に写真付履歴書をお持ちください。

0123-22-11710123-22-1171

清掃清掃 スタッフスタッフ募集中募集中
＼千歳市内のお仕事です♪千歳市内のお仕事です♪／

千歳 ア パ 清掃

管理業務管理業務
スタッフスタッフ募集！募集！

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

担当/
スズキ 0123-22-1090

正
社
員

応募履歴書と職務履歴書を送付ください。 
HPからも応募できます。

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 千歳・恵庭市内や胆振・日高エリアの現場管

理及びスタッフの労務管理
資　格▶ 普通自動車免許、PC（word、excel）、 

44歳以下（省令3号のイ）
給　与▶ 月給175,000～200,000円  

※試用期間3ヶ月（同条件）
時　間▶9:00～18:00（36協定有） ※休憩1h
休　日▶土日祝（状況により休日出勤有）
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、賞与有、残業手

当、退職金制度、事務所内禁煙
勤務先▶ 千歳・苫小牧営業所 

(千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F)

千歳 正 管理業務スタッフ

6ヶ月以上の長期勤務者は
6月・12月に一時金支給!!

時　間▶�7:30～22:00（実働8h～応相談）
給　与▶ 時給1,130円～
資　格▶�要大型免許、未経験者歓迎  

※70歳定年雇い止め 
★これからも長く働きたい方大歓迎!!

勤　務▶週4日～応相談

仕　事▶新千歳空港店カウンターでの受付業務
時　間▶ 8:00～21:00の間で実働4h～（6h以上勤務で休憩1h）

※残業有 ※冬季営業時間変更有
給　与▶ 時給1,010円～（試用期間/時給1,000円）
資　格▶要普免、英会話出来る方歓迎、未経験者歓迎
勤　務▶週2日～応相談

《共通項目》
期　間▶即日～雇用期間の定めなし
待　遇▶交通費全額支給、社保完備、敷地内全面禁煙

27-412327-4123応 募

千歳市柏台南2丁目2番5新千歳空港店

◆ カウンタースタッフ

交通費
全額全額支給

短期・長期どちらもOK 時間・日数応相談
◆ 送迎バスのドライバー（大型免許保持者）

【受付/9～18時】担当/松井

資
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か
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て
、
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い
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千歳 パ 送迎バスドライバー、カウンタースタッフ

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
恵庭市北柏木3丁目73

トヨタカローラ札幌期　間▶ 入社希望日～翌年4月末まで 
（5月～翌年4月の1年契約更新）

勤務先▶ トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター
仕　事▶ 新車・中古車の洗浄ラインでの車内清掃。掃除機

がけや、シートの拭き掃除など、簡単な作業です。
休　日▶ 日曜・祝日、他シフト制（年間所定休日108日） 

★GW・お盆・年末年始の長期連休有  
★シフト応相談

時　間▶ 9:00～17:00  
（休憩1h、繁忙期により残業有）※時短勤務可

給　与▶ 時給970円～ 
（1日7h×970円×22日＝149,380円）

資　格▶ 要普通自動車運転免許（運転経験1年以
上）、65歳未満（定年雇い止めのため）

待　遇▶ 車通勤可、無料P有、交通費当社規定支給、
社会保険完備、作業服貸与、有給休暇有、能
力に応じて昇給有、施設内禁煙

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/ 三浦・傳法(デンポウ)0123-47-8000

簡単作業! 扶養内OK！未経験者歓迎!

初めての方でも初めての方でも
お気軽にお気軽に

ご応募くださいご応募ください

恵庭 契 洗浄ライン作業

0120-095-0120-095-350350
当社HPお問合せフォーム
からも応募できます。

https://speed-hokkaido.jp/

スピード北海道株式会社

③調理スタッフ
仕　事▶ 調理
資　格▶  調理師免許保持者、 

調理経験1年以上（ジャンル問わず）
時　間▶ 8:30～17:00　 

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,500円
勤　務▶ 4週8休（シフト制）
勤務先▶ 苫小牧市美沢（新千歳空港より車で15分）

正社員登用予定

★社員寮利用可 （空き状況による）

①電子部品の製造
仕　事▶電子部品の製造
時　間▶ 8:30～17:00、20:30～翌5:00 

※休憩1.25h、残業月30～40h
給　与▶ 時給1,300円 ※22時以降/時給1,625円
勤　務▶5勤2休もしくは4勤2休
勤務先▶恵庭市戸磯︎

満了手当5万円支給

期　間▶①3ヶ月（長期も相談可）　②③3ヶ月更新
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可（P完

備）、制服貸与、社員登用有、喫煙所有
共通
項目

一般労働者派遣事業（派01-300425）　有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

函館市新川町1-24  R4TM新川町 5F

②ビール樽の検査
仕　事▶ビール樽の検査
時　間▶ 8:00～15:00、15:00～21:00  

※休憩1h、残業なし
給　与▶時給1,015円
勤　務▶月15日程度　※変動有
勤務先▶恵庭市戸磯︎

扶養内OK!!

恵庭・その他 派 製造、検査、調理師

【飲食】ランチやディナーのピークになるまで
に、それぞれで使う食材の仕込みをすること（野
菜を切ったり、お肉を解凍して下味をつけたり、
調味料を補充したり・・・）。曜日や日付によって仕
込みの量は違うので、あらかじめ決められた分
量を用意します。土日や祝日は仕込み量も多く、
時間との戦い！

スタンバイ

知ってるようで、
 知らない

コトバ

期　間▶ 雇用期間の定めなし ※試用期間3ヶ月有
資　格▶ 看護師・准看護師免許、 

定年の為59歳まで（省令1号）、 
再雇用にて65歳まで可

仕　事▶看護業務全般
給　与▶ 時給1,300～1,500円 

※経験考慮致します。
時　間▶ ①8:30～12:00（実働3.5h） 

②13:30～17:30（実働4h） 
※シフト、応相談

勤　務▶ 週3～5日、土曜2回/月有 ※勤務日数、応相談
休　日▶ 週休2日制、日・祝日、お盆、年末年始　 

※6ヶ月勤務より有給休暇5日
待　遇▶ 労災保険、交通費実費支給（上限15,000

円）、昇給有、制服貸与、車通勤可、無料駐車
場有、室内禁煙

小児科のパート看護師募集！小児科のパート看護師募集！

扶養範囲内OK 募集1名扶養範囲内OK 募集1名

〒066-0038 
千歳市信濃
2丁目2番1号

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をご郵送ください。

0123-40-8001

くみたこどもクリニック

担当/事務長

医療法人社団

千歳 パ 看護

《共通項目》
仕　事▶製造
期　間▶2月3日（金）のみ
給　与▶ ［一般・学生］ 

時給1,200円
待　遇▶ 制服付与、車通勤可、 

施設内禁煙

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。担当/店長

時　間▶ 7:00～15:30 
※残業なし ※休憩1時間

30名募集30名募集

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

26-6660
応募

時　間▶ ①7:30～13:30（30名） 
②13:00～17:00（5名） 
③7:00～12:00（6名） 
※残業なし ※休憩なし

2月3日2月3日

千歳市勇舞8丁目1-1
長都店

23-7667
応募

恵方巻きアルバイト！恵方巻きアルバイト！
時給1,200円！時給1,200円！

Web応募はコチラ

千歳 ア パ 製造

勤務時間・曜日・日数お気軽にご相談ください！
介護職・看護職・介護支援専門員の募集あります！

《共通項目》
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有)、事業所内保育所利用可（保育料無料）、試用期間6ヶ月、正社員登用制度

有、屋内禁煙、【正職員】各社保完備、【準職員】各社保完備、正社員登用制度有 【パート】労災保険有
勤務先▶  特別養護老人ホーム 恵庭ふくろうの園/恵庭市南島松6-1 特別養護老人ホーム 千歳ふくろうの園/千歳市大和4丁目2-4

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ケアプラン作成、相談業務、他
資　格▶59歳以下(定年を下回る募集の為）、介護支援専門員、経験あれば尚可
給　与▶月額170,000～189,500円+資格手当12,000円+担当手当1,500円/1件、職能手当0～93,000円別途支給
時　間▶8:30～17:30、9:45～18:45 ※シフト制 ※休憩1h、残業月平均5h
休　日▶シフト制、月9日程度 ※年間休日107日

期　間▶1年毎の更新制（原則更新）
仕　事▶ 入居者様の健康管理、内服薬の準備・服薬確認、受診及び往診時の対応・調整
資　格▶看護師又は准看護師資格、看護経験あれば尚可
給　与▶時給1,150～1,200円
時　間▶8:30～17:30の間で6～8h ※休憩1h、時間外なし
勤　務▶週3～4日

期　間▶1年毎の更新制（原則更新）
仕　事▶ 食事・入浴・排せつ等の身体介助、清掃・洗濯等の生活支援、簡単な記録入力等
資　格▶18歳以上（深夜勤務があるため）、介護経験あれば尚可
給　与▶ 【正職員】月額184,000円～ 

【準職員・パート】 時給920～1,050円+処遇改善手当10,000～25,000円、 
長夜勤手当4,000円/回（対象の方のみ）

時　間▶ ①7:30～16:30 ②8:30～17:30 ③13:45～22:45 ④17:00～翌9:00（配属先による） ※休憩1h、時間外なし
休　日▶シフト制、月9日程度 ※年間休日107日 ※パートの場合は時間・日数応相談

勤務先   社会福祉法人 いちはつの会/恵庭市・千歳市

◎資格取得支援制度有
介護職員（正職員・準職員・パート）

介護支援専門員（正職員）

看護職員（パート）

社会福祉法人いちはつの会
恵庭市南島松6-4 http://www.midorino.jp

■千歳・恵庭地区施設系サービス
受付/ 月～金 

9～17時

電話連絡の上、履歴書をご郵送ください。 担当/畠中

0123-36-1351

千歳・恵庭 正 準 パ 介護パ 看護正 介護支援専門員

★週2、3日〜OK!! 
★シニア世代活躍中!!
★有給休暇の取得率、ほぼ100%！
★  異業種からの転職者多数！ 

前職の経験を生かせます。 
（ホテルマン・飲食店・営業マン等、前職は様々）

★多種多様な現場が有。適正に応じた勤務可能

東洋ワークセキュリティ㈱千歳営業所
千歳市幸町3-15エレガンスビル4階

■警備事業（宮城県公安委員会認定第22000353号）

期　間▶ 雇用期間の定めなし　 
※60歳以上は1年毎の更新制

仕　事▶ お客様や車両の誘導  （例/千歳市中心部での
車両誘導、コーヒーチェーン店での来客誘導）

資　格▶ 18歳以上（省令2）、有資格者尚可
給　与▶ 日給8,150～17,150円
休　日▶ 週休2日（他会社カレンダーによる）
時　間▶ シフト制（実働8h）　※残業なし 

★日勤のみ、夜勤のみもOK! 
8:00～18:00、21:00～翌7:00他

勤務先▶ 千歳・恵庭市内、近郊 ※現場への直行直帰可能
待　遇▶ 交通費規定支給、社保完備（勤務による）、

昇給制度有、賞与年2回、有給休暇、制服貸
与、法定研修有（6日間×6h×時給920円
=33,120円支給）、新生活応援支援金支給

（規定有）、事務所内禁煙

★全国に45営業所を展開！

 0123-29-3203 採用担当/清水

◆ 常駐警備スタッフ
元気に活躍中！

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

20代20代
30代30代

40代40代

50代50代

70代70代

60代60代
◀︎スタッフの年齢構成（イメージ）◀︎スタッフの年齢構成（イメージ）
の方も多く在籍！
60歳60歳以上以上203203%%

2022年と2020年対比

概
要

入社後3ヶ月の期間限定で「新生活応援支援金」として、日給1,500円
を加算します。 ※入社後3ヶ月は、日給8,150円＋1,500円＝9,650円

新生活応援新生活応援
支援金支給支援金支給

売上増収・増益
北海道エリア コロナ禍でも

募　集募　集募　集募　集
55 3355 33▲▲

千歳・恵庭・他 契 ア パ 常駐警備スタッフ

対象／1月31日までに入社した方全員！！

名名名名

恵庭

ハードオフ恵庭店

【受付/10～18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

39-3370

◆パート･アルバイト
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、高校生不可、 

土日勤務できる方歓迎
給　与▶ 時給925～1,185円  

※研修期間3ヶ月程度/時給920円
勤　務▶週3～5日程度
仕　事▶ 販売・買取業務全般
時　間▶  9:15～20:15の間で実働4～8h程度

（シフト制） ※応相談 
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、昇給有、

交通費規定支給、車通勤可、社員登用制
度有、店内禁煙

リサイクルショップ
 スタッフ募集

大歓迎!!大歓迎!!

楽器・オーディオ・ 楽器・オーディオ・ 
PC好きの方…PC好きの方…

未経験者未経験者
OK！OK！

ア パ リサイクルショップ店内業務

恵庭市黄金南
7丁目18-1


