
2023年2月17日（金） ちゃんと13

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 雑貨、アクセサリーの接客販売、発注・商品の陳列・商

品管理、レジ対応、ラッピング等
資　格▶ 高卒以上、35歳以下（若年層キャリア形成の為）
給　与▶月190,000円 試用期間(原則3ヶ月)/時給920円
時　間▶ 10:00～19:00　実働7.5h 

※シフト制　※休憩1.5h、残業月平均2h
休　日▶月7～8日　シフト制
待　遇▶  各社保完備、交通費全額支給、駐車場代会社負担、

屋内禁煙、昇給有、有給休暇、アニバーサリー休暇
勤務先▶ Idēal. 恵み野店 

恵庭市恵み野里美2丁目/フレスポ恵み野内
写真付き履歴書を 
郵送ください。

〒003-0803 
札幌市白石区菊水3条3丁目1-28

011-823-2110株式会社  ほしの

恵庭 正 販売

販売ノルマ
なし

未経験者
大歓迎

正社員募集

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ カレー専門店でのホール業務（3名募集）
時　間▶ 10:00～20:00の間で実働7～8h 

※休憩1h、残業なし
給　与▶ 月180,000～200,000円 

※経験による
休　日▶週休2日、シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、

食事付き（無料）、賞与年2回（業績による）、喫煙ス
ペース有

入社祝い金 万円
支給！15

キタカレー 
釧路レストハウス(株)

カレーハウス

千歳市美々新千歳空港 ターミナルビル3F
担当:野田46-5637

完全週休2日制を実現するため増員募集!!

千歳 正 ホール

日本管財株式会社 北海道支店
札幌市中央区北4条西5丁目1　アスティ45ビル7F

担当/田口011-205-5641
お気軽にお問い合わせください。

期　間▶ 雇用期間の定め有(1年更新)
勤務先▶ 千歳市千代田町4丁目 

(JR千歳駅徒歩5分)
時　間▶ ①6:30～15:30 ※実働8h 

②9:00～18:00 ※実働8h 
③13:30～22:30 ※実働8h 
※何れも実働8h、シフト制 
※休憩1h、残業なし

給　与▶ 時給920円 
※月収例 時給920円×8h勤務×20日
=147,200円

勤　務▶ 週5日～、シフト制 
※週3日程度の勤務もお選びいただけます。

待　遇▶ 各社保完備､交通規定支給､制服貸与､ 
有給休暇有(6ヶ月後)、受動喫煙対策なし

◆管理室は冷暖房完備◆千歳市グリーンベルト
地下駐車場の

管理スタッフ募集！
車両誘導・金銭の受け取りナシ！

千歳 パ 地下駐車場の管理員業務

期　間▶6ヶ月更新
仕　事▶体験、受付、動物の世話
資　格▶未経験者歓迎
時　間▶9:00～16:00
給　与▶時給950円～
勤　務▶週2～3日程度
待　遇▶ 交通費規定支給（上限5,000円まで）、 

制服支給、受動喫煙対策有 むらかみ牧場 〒061-1405
恵庭市戸磯156番地

期　間▶6ヶ月更新
仕　事▶乳牛管理、仔牛の世話
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ ①5:00～9:00 ②16:00～19:30 ※①②選択可
給　与▶時給960円～
勤　務▶週3日程度～
待　遇▶ 早朝手当、交通費規定支給（上限5,000円まで）、 

受動喫煙対策有

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶牧場と観光牧場を両方します
資　格▶要普通免許、未経験歓迎
時　間▶5:00～19:30の間で8h
給　与▶基本給:月180,000円、住宅手当5,000円
休　日▶週1.5休
待　遇▶ 雇用保険、労災保険、精勤手当、交通費規定支給（上

限5,000円まで）、制服貸与、受動喫煙対策有

担当/村上090-3775-7803
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
まずは、お気軽にお電話ください。

牧場で働こう!! 牧場で一緒に働くスタッフを募集!!

観光牧場スタッフ

正社員

ア パ 牧場スタッフ恵庭 正 ア パ 乳牛管理、動物の世話、受付

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶ 給食調理全般、衛生管理、調理員への衛生教

育、衛生帳票管理、報告書等の作成
資　格▶  管理栄養士、栄養士 ※実務経験2年以上
給　与▶ 月給200,000円～ 

賞与年2回（150,000円/回）
時　間▶ ①7:00～16:00 ②8:00～17:00 

※実働8h、休憩1h 
※状況によっては延長の可能性有

勤　務▶週5日　　　休　日▶ 日・祝
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

駐車場有、敷地内禁煙、制服貸与

期　間▶1年毎の更新
仕　事▶給食調理業務全般
資　格▶学歴・資格・年齢不問、経験者優遇
給　与▶時給950円
時　間▶ ①8:00～11:30 ②8:00～15:00 

③7:30～16:00 ④8:30～14:00 
※残業なし、②③④休憩1h

勤　務▶ 月～土（週4日程度） ※規定シフトでの交代制
休　日▶日曜・祝日 
待　遇▶ 交通費規定支給、昇給有、有給休暇、駐車場有、

敷地内禁煙、制服貸与

履歴書( 写真貼付 )を郵送ください。追って面接日をお知らせします。

千歳市第2幼稚園 千歳市新富1丁目6－21
勤務先

千歳市立認定こども園ひまわり 千歳市新富2丁目4-60
勤務先

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
千歳営業所 〒066-0028 千歳市花園5丁目7-3-103

★面接日・勤務開始日ご相談ください！

栄養士/契約社員 給食調理員/アルバイト・パート

［担当］大野0123-42-1831

千歳 契 栄養士ア パ 給食調理員

シフト・時間
応相談

株式会社エフビーエス
〒061-1411　恵庭市恵南1番地恵庭工場  34-6866

まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時 担当/石橋

募集!
《共通項目》
期　間▶即日～長期
資　格▶ 未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
休　日▶ 土日 ※他工場指定の休日有
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、正社員登用
制度有、喫煙ブース有（それ以外は禁煙）

②清掃スタッフ
仕　事▶ 休憩室、トイレ等の施設内清掃
時　間▶7:00～11:00 ※休憩・残業なし
給　与▶時給950円

①製造スタッフ　正社員登用制度有!
仕　事▶ パンの製造、原料準備、箱詰め、洗浄等
時　間▶ 6:00～翌3:00の間で（実働8h）応相談 

※休憩1h、残業月/0～20h
給　与▶ 時給950円  

※22:00～翌5:00/時給1,188円

★土日お休み! 
★昇給有!（人事考課による） 

清掃スタッフ
パン製造スタッフ（ライン作業）

恵庭 パ 製造スタッフ、清掃

まずはお気軽にお電話ください。
写真付履歴書を下記住所にご郵送ください。

面接は勤務先で行います。

受付/9～17時　担当/門脇、中井宛

0126-23-3340

期　間▶雇用期間の定め無し
仕　事▶ 燃料取引客へのガス検針、集金業務やストーブ・

ガスコンロ・家電製品等、生活必需品の提案、納品
（取付）業務

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶ 月給180,000～270,000円 

（内訳）基本給126,000～207,000円 
営業手当35,000円、資格手当10,000円、 
住宅手当9,000～18,000円 
※試用期間3～6ヶ月/日給8,500～12,000円

時　間▶8:30～18:00 ※時間外労働/月平均5h、休憩1h
休　日▶ 土・日・祝、お盆、年末年始 ※年間休日124日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、賞与年2回、昇給

有、車通勤可、家族手当、資格手当、住宅手当、燃料
手当（10～3月）、事務所内禁煙

勤務先▶ 末広営業所（恵庭市戸磯345-4） 
千歳営業所（千歳市新富3丁目11-27） 
札南営業所（北広島市大曲柏葉5丁目2-3）

〒068-0008 岩見沢市8条東1丁目3番地

北燃商事株式会社
【HP】https://www.hokunen.jp/

正
社
員 顧客管理スタッフ

募集!!

異業職からの転職も歓迎！
未経験からスタートした先輩社員も活躍中！

入社後は先輩社員が同行！ 未経験の方も安心！

お客様からの
「ありがとう」が
やりがいに♪

千歳・恵庭・他 正 顧客管理スタッフ

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

〒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 24-4191
◎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

《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 正 医療事務員準 通所リハビリアシスタント、看護師

パーラー恵み野
まずはお気軽にお電話ください。面接
には写真付履歴書をお持ちください。 36-4114

恵庭市恵み野西1丁目4番受付/平日9～17時

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ アミューズメント施設内の厨房にて、 

簡単な調理業務
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶時給960円
時　間▶ 9:00～15:00の間で3～5h程度 

※休憩15～30分、基本残業なし
勤　務▶週2～4日
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、 

受動喫煙対策なし
勤務先▶ 恵庭市恵み野西1丁目4

◆ 厨房スタッフ/恵庭市

時間
応相談

恵庭 パ 厨房

《共通項目》
期　間▶雇用期間の定めなし
勤　務▶週1日～OK、午前・午後シフト制
休　日▶ 週休2.5日 (水・日・土のみ半休)
待　遇▶ 交通費規定支給、労災・雇用保険、制服貸与、車通

勤可、敷地内禁煙

歯科衛生士・歯科助手募集

医）住吉歯科医院 千歳市住吉3丁目14-14
http://sumi-dc.net/

採用係0123-23-7005応募

❶歯科衛生士
資　格▶歯科衛生士、経験者優遇
時　間▶9:00～13:00 15:00～19:00
給　与▶ 時給1,400円～ 試用期間2ヶ月/時給1,200円
❷助手・器具洗浄、準備
資　格▶ 未経験者OK、経験者尚可
時　間▶15:00～19:00
給　与▶ 時給1,100円～ 試用期間2ヶ月/時給950円

千歳 パ 歯科衛生士パ 助手・器具洗浄、準備

【嘱託】福祉サービス調整業務職員 1名
期　間▶ 令和5年4月1日～翌3月（更新可能性有）
仕　事▶ 社会福祉協議会が行う「ちょこっとお手伝いサー

ビスなんもだよ」サービスなど、高齢者等との調
整業務を行うお仕事です。

資　格▶ 福祉事業に関心のある方、要普免（AT限定可）、PC
（Excel･Word）による文書・資料制作ができる方

給　与▶月給159,520円

【正職員】社会福祉協議会職員 1名
採用日▶令和5年4月1日
仕　事▶ 恵庭市社会福祉協議会事業の企画・運営等の 

総合職、成年後見支援センター担当業務
資　格▶ 要普通免許（AT限定可）、社会福祉士・精神保健

福祉士いずれかの資格保持者、大学（短大含む）
又は専門学校卒、令和5年4月1日現在で40歳未
満の方（長期勤続によるキャリア形成を図る観
点から）

給　与▶ 例/月給185,200円 （大学卒、新卒者の場合） 
月給244,900円 （30歳大学卒、医療福祉職等
の経験8年の場合） 
※初任給は、学歴・職歴を考慮の上決定

【嘱託】外出支援サービス業務職員 2名
期　間▶令和5年4月1日～翌3月（更新可能性有）
仕　事▶ 高齢者・重度障がい児者外出支援サービス業務運

転介護補助業務、外出支援サービス事業管理運営
に関する事務。施設管理、その他社協業務全般

資　格▶ 要普通免許(AT可)、車種/ハイエース、キャラバン
クラスの運転可能な方、パソコン操作(ワード・エ
クセル)が可能な方

給　与▶月給159,520円

正職員
嘱　託

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

〒061-1446 恵庭市末広町124番地 担当/採用係
0123-33-9436

社会福祉協議会職員募集

《共通項目》
時　間▶8:45～17:15(休憩45分) ※時間外勤務有
勤　務▶週5日
休　日▶ 土日祝、年末年始、夏期休暇等
待　遇▶各社保完備、通勤手当、期末手当等

応募 詳しい応募方法・申込書類はHPより確認できます。 検索恵庭市社会福祉協議会

恵庭 正 総合職嘱 嘱託職員

仕　事▶ 主に道内各地の配送
資　格▶ 要普通免許（中型免許以上）、未経験者

歓迎、経験者優遇
給　与▶ 大型/月給280,000円～、 

4t/月給240,000円～
時　間▶ 8:00～17:00※月平均45h程度の 

残業有（運行内容で異なります）
休　日▶日・祝、他、月4～8日

仕　事▶乗客の送迎業務
資　格▶ 自動車第二種免許、未経験者歓迎、経験

者優遇
給　与▶ 月給250,000円～
時　間▶ 6:00～15:30、12:00～21:30 

※休憩1h(運行内容で異なります) 
※運行状況により残業の可能性有

休　日▶ 月4～8日

期　間▶ 雇用期間の定めなし
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与、

試用期間3ヶ月（同条件）、事務所に喫煙
ブース有、倉庫内禁煙

仕　事▶ 倉庫にてトラックの荷の積み 
下ろし作業

資　格▶ フォークリフト免許、要普通免許、 
経験者優遇

給　与▶ 月給220,000円
時　間▶ 8:30～17:00 

※休憩1ｈ、繁忙期残業有
休　日▶ 日、他、月4～8日
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与

◆ トラックドライバー

◆ ハイヤー乗務員

◆ 共通項目
◆ フォークリフト作業員

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-21-9713
セーフティ&エコロジー、トランスポート&ツーリズム

トランスパック株式会社 千歳市
平和1006-1385

千歳 正 トラックドライバー、ハイヤー乗務員、フォークリフト作業員


