
2023 年 1 月 20 日（金） ちゃんと11

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

011-596-7213 （平日）�8:30〜17:30【受付】

㈱メンテナンスコア 〒060-0051�札幌市中央区
南1条東6丁目2-30

まずはお気軽にお電話ください！ 担当/大場

◆清掃スタッフ①
仕　事▶クラブハウス内の日常清掃等（浴室清掃有）
給　与▶時給1,030円
時　間▶�6:00〜12:00、�

13:00〜19:00（何れも実働6h）�
※シフトにより休憩有、状況により残業の場合有

◆清掃スタッフ②
仕　事▶クラブハウス内の日常清掃等（トイレ清掃有）
給　与▶時給1,020円
時　間▶�6:30〜12:00（実働5h）、�

8:30〜14:00（実働5h）、�
13：00〜19:00（実働6h）�
※シフトにより休憩有、状況により残業の場合有

【共通項目】
期　間▶2023年4月中旬〜11月下旬
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許、自家用車で通勤可能な方
勤　務▶週4〜5日（月次シフト表による）
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、制服貸

与、受動喫煙対策有（喫煙所有)
勤務先▶�恵庭カントリー倶楽部�（恵庭市盤尻53-2）

簡単なお仕事から
スタートしますOK!

◆ゴルフクラブハウス清掃

年代幅広く活躍中♪年代幅広く活躍中♪

募集！
清掃スタッフ

50代・60代・70代も歓迎50代・60代・70代も歓迎

恵庭 期 清掃

恵庭市住吉町2丁目9-14
恵庭店

0123-39-2171
まずはお気軽にお電話ください。面接時履歴書不要!

期　間▶1年毎の更新制�
仕　事▶�ホール/配膳、オーダー取り等、ホールでの接客�

キッチン/�洗い場や、メイン・サイド商品の調理
勤　務▶週2〜5日　※相談に応じます。
時　間▶�7:30〜15:00、11:00〜17:00、17:00〜21:30�

19:00〜24:00　※残業なし
給　与▶�時給930円～ 

※22時以降/時給1,162円以上～
資　格▶�未経験者歓迎、フリーター・主婦（夫）・�

高校生・専門学校生・大学生歓迎
待　遇▶�昇給制度、車通勤可、有給休暇、交通費規定支給、�

制服貸与、労災保険有、食事補助有、敷地内禁煙

募集募集
★�1週間毎のシフト作成！�★�1週間毎のシフト作成！�
予定も立てやすく、お休みも取りやすい♪予定も立てやすく、お休みも取りやすい♪

★週2日～OK！自分のペースで楽しく働けます。★週2日～OK！自分のペースで楽しく働けます。

ホール・キッチンスタッフホール・キッチンスタッフ
全時間帯で全時間帯で

恵庭 ア パ ホール・キッチン

期　間▶１年毎の更新制
仕　事▶�新千歳空港内の巡回、他業務
資　格▶�普通(中型)免許、車通勤できる方
給　与▶�月給160,000円～ ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
時　間▶�日勤/7:30〜16:30�※休憩1h�

夜勤/16:30〜翌7:30�※休憩2.5h�
（シフト交替制、状況により残業の場合有）

休　日▶�月7〜9日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、制服貸与、�

正社員登用制度有、喫煙所有、資格取得制度有

新千歳空港で働きませんか?

空港施設空港施設
警備員警備員 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

問合せだけでもOK、まずはお電話ください。

正社員 正社員 
登用有登用有

千歳 契 空港施設警備員

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】

(採用担当部署直通)080-4415-2765

小学生から高校生のお子様がいる方には
子育て支援金支給　（1日500～700円　※規定有）

キッチンスタッフ/2名
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶�簡単な調理・調理補助
時　間▶�7:00〜20:00の間で4〜6h程度�

※応相談　※残業なし
勤　務▶週2〜4日程度　※応相談
資　格▶要普通免許、未経験者・経験者ともに歓迎
給　与▶�時給1,000円　※試用期間2ヶ月/同条件
待　遇▶�各種保険完備、制服貸与、通勤手当、車通勤可、有給

休暇、社員登用有、子育て支援金支給、館内禁煙
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

★扶養内勤務可能★扶養内勤務可能
★�勤務時間や休日は応相談★�勤務時間や休日は応相談学生アルバイトも�学生アルバイトも�

歓迎‼︎歓迎‼︎

千歳 パ 調理

★まずはお気軽にお電話ください！

080-2860-0248 担当/野田【履歴書応募先】〒053-0054�苫小牧市明野新町2-23-23�㈱�I.D.M.ノースランド
新千歳空港イツモパーキング

期　間▶正/雇用期間の定めなし�ア/1年毎の更新、延長有
仕　事▶�新千歳空港近くのパーキング店で店舗⇔空港間のお客様の送迎

をしていただくお仕事です。（マイクロバス乗員20名程度の運転）
資　格▶�大型もしくは中型限定解除免許�★年齢・性別不問！
時　間▶�早番/5:50〜13:50�遅番/13:50〜21:50��

※各休憩75分、遅番は1〜2ｈ残業有
給　与▶ 正/月給180,000～250,000円 ※応相談 

ア/ 時給920円～ ※面接時に希望時給を申告してください。 
※経験･能力を考慮した上で決定いたします。

休　日▶��正/シフト制�ア/週1日〜�※平日のみ･土日のみOK
待　遇▶�車通勤可、制服貸与、残業手当、各種研修制度有�※各種社会

保険は勤務時間により法定通り支給、受動喫煙対策有
勤務先▶苫小牧市美沢185-31（新千歳空港から車で約3分）

送迎ドライバー急募‼︎
「あなたに合ったお仕事、ココにあります！」
● 自動精算機導入で、ドライバーが 

精算業務や受付業務をすることはありません！
● バス内には利用案内の動画が流れているので

ドライバーが案内する必要はありません!! 
接客が苦手な人でもご安心ください。

書類選考なし 応募者全員面談 面接１回のみ

有給取得率
ほぼ100％

事前申告で
希望日休みOK

未経験者
大歓迎‼︎

苫小牧 正 ア 送迎ドライバー

35-5880 受付/10〜14時

ののハンバーグハンバーグを作っています！を作っています！
期　間▶�初回2ヶ月、以降更新有�※定年75歳、誕生月末日迄
仕　事▶�店舗へ出荷する品物の検品、開梱、ピッキング、出荷
時　間▶�4:00〜9:00、9:00〜16:00�

※扶養範囲内勤務可能�※詳細は面接時応相談�
※休憩/�1日の勤務が6hを超える場合45分以上、�

8hを超える場合60分以上
　　　　※残業/月0〜5h程度
給　与▶ 時給960円 ※4～8時は時給1,200円
勤　務▶週2〜5日
待　遇▶�交通費補助有、車通勤可、駐車場有、制服貸与、敷地内禁煙、Wワーク可能、

社会保険加入可能（一定の条件有）、髪色自由、年齢不問、FIRE卒業者歓迎

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡担当/山口
★�エコバス「北恵庭駐屯地」から徒歩8分
★�中央バス「柏木工業団地」から徒歩7分株式会社アレフ

恵庭市北柏木町3丁目160-1北海道工場

アレフのお店で使える20%割引券が

毎月5枚もらえます!

長期のお仕事をお探しの方へ長期のお仕事をお探しの方へ急募
恵庭 パ 配送

千歳・恵庭 契 タクシードライバー

《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（15名）�
②7:00〜12:00（5名）�
※残業なし�※休憩なし

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

2/32/3
のみのみ

〒061-1412�恵庭市白樺町3丁目22-1
0123-35-3300

担当/安田
医療法人社団
緩和ケアクリニック・恵庭

②訪問介護職員（正社員・パート）
仕　事▶訪問介護業務�
資　格▶�介護福祉士又は介護職員初任者研修修了以上、要普通免許
給　与▶�正社員/月給192,000円～（経験等考慮の上決定） 

パート/ 時給1,020円～(処遇改善手当含む)
休　日▶�シフト制
③調理スタッフ（パート）
仕　事▶調理業務　　　資　格▶不問
給　与▶�時給920円～（経験者優遇）早朝（6:30～8:30） 

夜（17:30～20:00）割増有（時給1,150円）
休　日▶シフト制

【受付/9〜17時】

急 募!

●電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

在宅緩和ケアに興味のある方
一緒に在宅緩和ケアを目指しませんか？

①訪問看護師（正社員）
仕　事▶訪問看護業務
資　格▶�看護師、要普通免許
給　与▶� 月給260,000円～（経験等考慮の上決定）
休　日▶�土日祝（緊急時等出勤有）

④ケアマネージャー（正社員）
仕　事▶�居宅介護支援事業所でのケアマネージャー業務
資　格▶�介護支援専門員、要普通免許
給　与▶�月給195,000円～（経験等考慮の上決定）
休　日▶�土日祝

子育て中の方も大活躍中 !子育て中の方も大活躍中 !

期　間▶雇用期間の定めなし�
時　間▶�①②④�8:30〜17:30�※残業5〜10h程度�

③�6:30〜20:00の間4〜8h程度
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

試用期間6ヶ月有

《
共
通
項
目
》

訪問看護師 訪問介護職員
ケアマネージャー調理員

勤務日数相談に応じます ! お気軽にご連絡ください。

恵庭 正 訪問看護師、ケアマネージャー 正 パ 訪問介護員 パ 調理員

〒066-0034�千歳市富丘1丁目618-6��
医療法人社団�豊友会�千歳豊友会病院�人事担当宛 24-419124-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

仕　事▶�通所リハビリ送迎時の乗降介助、�
リハビリテーション実施時の補助業務

資　格▶�未経験者可
給　与▶�時給950円
時　間▶�7:30〜18:00の間で8hシフト制�

※残業なし
休　日▶土・日曜・祝日

通所リハビリアシスタント 準職員

看護師（外来業務） 準職員

仕　事▶外来患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶���①8:45〜17:30（月・火・木・金）�

②8:45〜12:45（水・土）��
※残業なし

休　日▶�日曜・祝日
《共通項目》
期　間▶長期�
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、�

受動喫煙対策有（施設内禁煙）

医療事務員 正社員

仕　事▶医療事務業務
資　格▶��保険請求事務や医療事務等の資格を�

お持ちの方優遇
給　与▶��月給174,000～223,000円
時　間▶�月・火・木・金/①8:45〜17：30�

②8:00〜16:45�③9:15〜18:00�
※シフト制、残業なし�
水・土/8:45〜12:45�※残業なし

休　日▶日曜、祝日

★賞与 年2回有★ （夏・冬）

応募はこちら
でも可能です▶︎

看護師（透析業務） 準職員

仕　事▶透析患者の看護業務
給　与▶時給1,500円
時　間▶�①8:30〜12:15　②9:00〜17:45�

③9:45〜18:30　④8:45〜18:30�
※残業なし

休　日▶シフト制（4週8休+祝日）

千歳 準 通所リハビリアシスタント、看護師正 医療事務員

hokkaido-chuobokujo.com�
北広島市北進町1丁目2-2�北広島ターミナルビル4F

【受付/8:40〜17:20】
担当/加藤

まずはお気軽にお電話ください。HPからの応募も可。

011-372-0073
株式会社 北海道中央牧場

◆豚の生産農場での補助作業（パート）

◆共通項目

◆豚の生産農場での管理業務（正社員）

畜産業務畜産業務
スタッフ募集！スタッフ募集！

期　間▶6ヶ月毎の更新
資　格▶普通免許を持っている方
給　与▶�時給920円～

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶普通免許を持っている方、高卒以上
給　与▶�月165,000円～ ※経験考慮

時　間▶�8:00〜17:00(実働7時間40分）�
休憩/お昼60分、午前・午後各10分、�
残業/月10h程度（状況による）�※勤務時間応相談

休　日▶�シフト制、年間102日
待　遇▶�交通費規定支給（上限有）、各社保完備、制服貸与、施設内

分煙（屋外喫煙所有）、正社員のみ昇給年1回、賞与年2回
勤務先▶�㈱北海道中央牧場千歳農場�

勇払郡安平町早来富岡160番地

安平 正 パ 畜産業務


