
2023年2月3日（金）ちゃんと 12

仕　事▶ ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等
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

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▶ 年1回一時金支給、昇給制度有、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。

〒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

製造
事務員
パン

セブン-イレブン・ジャパン向けパンの 
製造をしている会社です。

スタッフ募集

恵庭
◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
製造スタッフ
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶ 9:00～18:00、22:00～翌7:00 

※休憩1h、残業月20h程度、時間前後要相談
給　与▶ 時給950円～※22:00～翌5:00/深夜手当有
事務員
仕　事▶電話対応、来客対応、受発注業務
資　格▶パソコン、基本的な操作が出来る方
時　間▶ 8:30～17:30 ※休憩1ｈ、残業/月5～10h程度
給　与▶時給1,000円

株式会社エフビーエス
〒061-1405　恵庭市戸磯47-7札幌工場

 31-0900
まずはお気軽にお電話ください。

受付/9～17時 
担当/原田・本間

パ 製造、事務員

《共通項目》
期　間▶即日～長期
休　日▶週2日、シフト制
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、喫煙室有

期　間▶一年毎の更新
仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶ ①時給1,100円　②時給1,000円
勤　務▶ 週2～4日程度
時　間▶ ①7:30～10:00、土・日・祝/6:30～9:00 

②木・日/15:00～17:00　 
※残業なし

 待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 
有給休暇有、受動喫煙対策有

勤務先▶ 恵庭市恵み野里美2丁目（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ 募集！

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条東2丁目
5-2札幌泉第１ビル

まずはお電話ください。面接は勤務先で行います。

北海道支社

株式
会社

朝の2.5hを有効活用! 週2日～OK Wワークも可

シニア世代も歓迎勤務日ご相談ください

011-241-2580 担当/畠山

恵庭 パ 清掃

期　間▶採用～試用期間3ヶ月、その後1年更新
仕　事▶ 厨房での調理補助 他
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 朝食/時給970円、夕食/時給960円
時　間▶ 朝食/5:00～9:00　夕食/18:00～22:00 

※応相談　※休憩・残業は通常なし
勤　務▶ 週3～4日　※応相談
休　日▶ 日曜・祝日、第5土曜、夏休み（お盆前後1週間）、 

年末年始(12/30～1/3)
待　遇▶ 交通費全額支給、扶養内勤務可、ミニボーナス有、

有給休暇（入社半年後に付与）、全館禁煙

朝食・夕食各1名募集！！

㈱共立メンテナンス ドーミー千歳
〒066-0035 千歳市高台2丁目5-10

担当/市村22-5600【受付/10～16時】
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

初めての方、料理好きな方歓迎★

千歳 パ 調理

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

(千歳第一ホテルに繋がります)
 0123-27-2000

期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、車通勤可、 

喫煙スペースなし（喫煙可能な客室有）

共通
項目

仕　事▶ 朝食の盛り付け、補助、配膳等
時　間▶ 5:00～10:00の間で実働3～5h※応相談 

※残業なし
給　与▶時給1,000円～
勤　務▶ 週2～3日 ※応相談
勤務先▶千歳第一ホテル、クイーンズホテル千歳

仕　事▶チェックイン、館内巡回等
資　格▶未経験者歓迎、ブランクOK
時　間▶22:00～翌8:00の間で実働8h ※残業なし
給　与▶時給1,200円
勤　務▶週2日～ ※応相談
勤務先▶千歳第一ホテル、クイーンズホテル千歳

学生・シニア大歓迎!! 仕　事▶ ベッドメイキング
時　間▶ 9:30～15:30  

※実働5.25h ※残業なし
給　与▶ 時給920円～ ※経験者優遇　 

※土日祝手当500円/1日
勤　務▶週3日～ ※応相談
勤務先▶ 千歳第一ホテル

千歳 ア パ 朝食スタッフ、ナイトフロント、ベッドメイク

クイーンズホテル千歳 千歳市幸町５丁目6-1
千歳第一ホテル 千歳市幸町4丁目25-1

0120-357-337
080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

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

★随時面接致します

【月～金曜】9～18時

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶3月～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶ 8:30～17:00 

※状況により残業の場合有
休　日▶シフト制
待　遇▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）、 
受動喫煙対策有

大歓迎!!
時給

950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
さん

恵庭 派 野菜の選別

まずはお電話の上、写真付履歴書をご郵送ください。

（医）三上内科呼吸器科クリニック
〒066-0021 千歳市東郊1丁目4-18 東郊メディカル1F

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、看護業務経験3年以上、 

59歳まで（定年年齢未満の募集・採用の為）
仕　事▶ 外来看護業務
給　与▶ 月22～25万円から ※資格、経験による
時　間▶ 月・火・水・金/9:00～18:30 ※休憩1.5h 

木・土/9:00～13:00 ※休憩なし 
※残業月0.5h程度

休　日▶日曜・祝日、他、月1土曜休、GW・お盆・年末年始
待　遇▶ 各社保完備、昇給実績有、交通費規定支給、 

車通勤可、無料駐車場有、制服貸与、屋内禁煙

看護師募集!!

春からの勤務も可
勤務開始日ご相談ください

受付 
9～18時 0123-40-0350

ご相談ご要望お問い合わせください

千歳 正 看護師

（医）三上内科呼吸器科クリニック
〒066-0021 千歳市東郊1丁目4-18 東郊メディカル1F

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、外来看護経験あれば尚

可、59歳まで（定年年齢未満の募集・採用の為）
仕　事▶ 外来看護業務
給　与▶ 時給1,300～1,500円
時　間▶ 月・火・水・金 

①9:00～12:00 （実働3h） 
②9:00～16:00 （実働6h） 
※シフト応相談、残業なし

勤　務▶ 週3日以上 ※月1回土曜勤務有（①）
休　日▶ 日曜・祝日、他、GW・お盆・年末年始 

※6ヶ月勤務後より有給休暇5日
待　遇▶ 社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、

車通勤可、無料駐車場有、制服貸与、屋内禁煙

受付 
9～18時 0123-40-0350

まずはお電話の上、写真付履歴書をご郵送ください。

扶養内・外勤務可時間・日数応相談

看護師募集!!

パート
千歳 パ 看護師

千歳科学技術大学/千歳市美々

カンセイ/千歳市流通 

日本血液製剤機構/千歳市泉沢

給　与▶時給950円
時　間▶ 7:00～10:30 ※実働3.5h、休憩・残業なし
休　日▶土曜・日曜・祝日他

給　与▶時給920円
時　間▶ 13:00～16:00 ※実働3h、休憩・残業なし
勤　務▶火・金または、月・木 ※応相談

給　与▶時給920円
時　間▶ 7:00～11:00 ※実働4ｈ
勤　務▶土曜・日曜・祝日

期　間▶雇用期間の定めなし　　
資　格▶車通勤可能な方
仕　事▶日常清掃（床、トイレ等）
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

千歳市美々新千歳空港内ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店

応
募

0123-24-3771平日

090-9753-1547土日

千歳 パ 清掃

共
通
項
目

＼仕事探すなら／

お仕事
ファイル

体力

正義感

コミュニケーション能力

警備員
施設内や工事現場などで人や物を警備・警護する職業。警備の仕事は1号～
4号に分けられており、1号は建物の見張り、2号は交通誘導を行う。

なし（学力を求められる場合があります）
あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

安
心
・
安
全
の
た
め
に

見
守
り
ま
す

［担当］ 生活事業管理部　馬籠（マゴメ）、中山

011-200-5600

【共通項目】
期　間▶ 即日～3/31まで 

※その後1年毎の更新制
時　間▶ 上記参照 

※6時間超えの勤務で休憩1h 
※状況により残業月0～10h程度 
※国際線店舗は国際線運行状況により就業時間の変動有

給　与▶ フルタイム/時給990円以上 
フルタイム以外/時給940円～

勤　務▶週2～5日 ※店舗、職種による　　　休　日▶シフト制 
待　遇▶各社保完備、交通費実費支給、制服貸与、受動喫煙対策有 
勤務先▶新千歳空港ターミナルビル内

札幌市中央区大通西6丁目10-1大通西6ビル

新千歳空港店舗スタッフ募集!
働き方はご相談ください

先輩スタッフが丁寧に指導しますので、 
安心してご応募ください。

時　間▶ 12:00～21:00の間で応相談
仕　事▶ ホール/お客様のご案内、オーダー確認、レジ対応等 

厨房/簡単な料理や仕込み、洗い場等

（国内線）海鮮料理　きたみなと

★ホールスタッフ、厨房スタッフ
時　間▶ 9:00～21:00の間で応相談
仕　事▶ ホール/お客様のご案内、オーダー確認、レジ対応等 

厨房/簡単な料理や仕込み、洗い場等

（国内線）北海道そば　一灯庵

★販売員
時　間▶ 10:00～19:00の間で応相談
仕　事▶ 軽食提供、お土産・小物等の販売 

（国際線ゲート内）ワゴンカフェ

★ホールスタッフ、厨房スタッフ
時　間▶ 8:30～21:00の間で応相談
仕　事▶ ホール/お客様のご案内、オーダー確認、レジ対応等 

(国内線はフードコート店舗) 
厨房/簡単な料理や仕込み、洗い場等

（国際線）
（国内線）札幌らーめん大心

札幌拉麺大心

職場見学 
可能です！

まずはお気軽にお電話ください。
応募の際に希望の店舗・職種を

お知らせください。

★ ホールスタッフ、厨房スタッフ

千歳 ア パ ホール、厨房、販売

★新型コロナウイルス対策中 !! ★未経験者歓迎!!

まずはお電話ください！
［担当者直通番号］

0123-23-5323

ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km

【採用担当者】受付/9:00～16:30

期　間▶ 即日～9月30日 
※通年雇用への登用相談可

仕　事▶ 店内業務全般 
（接客、ジェラート盛り付け、清掃等） 
★ 盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せ
ず、「ディッシャー」で行います。 
誰にでも簡単にできるお仕事です。

勤　務▶ 週2～4日
時　間▶ ①10:30～14:30 

②13:30～17:30 
※残業なし

給　与▶ 時給930円～ 
※試用期間中/時給920円  
※最長3ヶ月、能力により短縮

待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、受動喫煙対策有

春～夏
一緒に働く仲間募集

千歳 パ 販売スタッフ

月間売り上げ目標達成で

ボーナス支給!


