
2023年2月17日（金）ちゃんと 8

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

給　与▶ 月給200,000円～ 
※経験考慮

時　間▶8:00～20:00　※シフト制
休　日▶月6日　シフト制

千歳

給　与▶ 高校生/時給920円 
一般/ 時給970円 ※試用期間100h/時給970円

時　間▶ ①8:00～13:00(実働5h) 
②12:00～17:00(実働5h) 
③17:00～21:00(実働4h)  
※時間応相談

勤　務▶ 週1日～　※応相談

千歳市東郊2丁目1番17号
シャトレーゼ千歳東郊店

まずはお気軽に 
お電話ください。  0123-40-6660

正 ア 店内業務

【共通項目】
期　間▶6ヶ月毎の更新制（自動更新）
仕　事▶ お客様対応、レジ、品出し等の店内業務
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、交通費規定支給、車通勤

可、制服貸与、【正のみ】昇給・賞与有

◆正社員 ※規定有★入社祝い金5万円支給

◆アルバイト ★土・日・祝は30円UP!!

店内業務スタッフ募集!!

札幌市豊平区月寒中央通7丁目6-20 ＪＡ月寒中央ビル2F

詳細はコチラ

株式会社 TCS international
011-857-9570担当/原田

お問い合わせだけでもOK!まずはお気軽にお電話ください。

★ 他にも千歳・恵庭に現場多数あり! 
詳細は当社HPでご確認ください

ヨツバメイツ

仕　事▶ 障がいを持った方を対象とするグルー
プホームにて、食事作りや日常生活支
援・生活能力向上のための支援

給　与▶ 月額220,000～300,000円 
※試用期間3ヶ月/月給17～19万円

時　間▶ ①7:00～16:00　 
②9:00～18:00　 
③13:00～22:00　 
※①～③のシフト制  
※休憩1h、残業なし

休　日▶週休二日、シフト制 ※年間休日108日

オープニングスタッフ募集 オープンまで、既存の施設での勤務も可

「サクセスライフ恵庭」4月オープン予定

期　間▶雇用期間の定めなし
資　格▶ 年齢・学歴・経験不問、PCでの簡単な文

字入力、スマホ・タブレット操作、メー
ル送信できる方

待　遇▶ 各社保完備(勤務による）、交通費規定
支給、施設内禁煙、【正社員のみ】昇給
有、賞与有、退職金有

勤務先▶ グループホームサクセスライフ恵庭  
★4月オープン予定/恵庭市恵み野東7
丁目5-3

仕　事▶ 個別支援計画の作成、サービス提供プ
ロセスの管理、担当者との調整、利用者
との面接等

資　格▶サービス管理責任者必須
給　与▶月額280,000～300,000円
時　間▶ 9:00～18:00  

※休憩1h、残業なし
休　日▶ 週休二日、シフト制  

※年間休日108日

仕　事▶ 障がいを持った方を対象とするグルー
プホームにて、食事作りや日常生活支
援・生活能力向上のための支援

給　与▶ 時給1,100～1,200円　 
※試用期間240h継続月まで 
　時給950円

時　間▶ 7:00～10:00、7:00～12:00、 
16:00～22:00、18:00～22:00 
※実働3h～、応相談　 
※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

勤　務▶週3～5日
◆サービス管理責任者/正社員

◆世話人・生活支援員/パート◆世話人・生活支援員/正社員

【共通項目】

恵庭 正 パ 世話人正 サービス管理責任者

アットホームで和やかな職場環境です♪
◆看護師
仕　事▶看護業務全般
資　格▶ 看護師または准看護師資格
給　与▶時給1,300～1,500円
◆医療事務
仕　事▶受付業務
資　格▶経験者優遇
給　与▶時給1,000円

恵庭市黄金中央1丁目4-3

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

0123-29-7037 担当/髙橋

恵庭 パ 正・准看護師、医療事務

医療法人社団 健仁会 恵庭ふじたクリニック

働き方 
ご相談ください♪

【共通項目】 
期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 月・土/8:30～12:30 

火～金/8:30～17:30 
※上記の時間帯でシフト制、時間応相談

資　格▶ 土曜勤務可能な方、 
午前・午後どちらの勤務も可能な方

休　日▶ 日・祝、GW、年末年始
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、敷地内禁煙

期　間▶6ヶ月毎の更新制
仕　事▶院内の日常清掃
給　与▶ 時給920円
時　間▶ ①7:00～16:00 ※実働7h、休憩2h　 

②7:00～11:00 ※実働3.5h、休憩0.5h 
※①②シフト制

勤　務▶ 週2～4日 ※希望日数応相談 
★日曜日はお休みです。

待　遇▶ 労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、 
交通費規定支給、制服貸与、敷地内禁煙

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番

株式
会社

清掃スタッフ募集!!
未経験者もシニアも歓迎♪

まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12 都市ビル2F 

平日9～18時
担当/小松011-271-5038応募

北光管理サービス

千歳 パ 日常清掃スタッフ

期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶ 発酵鶏糞肥料の運搬・集荷作業 

（大型ダンプ使用）
資　格▶ 大型自動車免許、車通勤可能な方
給　与▶ 月180,000～240,000円　 

※ 試用期間6ヶ月(短縮する場合有) 
日給8,000～10,000円

時　間▶ 8:00～17:00　残業月平均30h 
※休憩1.5h　

休　日▶ 会社指定日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、

無料駐車場有、精勤手当、資格手当、役職
手当、昇給・賞与有、受動喫煙対策有

（株）道央養鶏 肥料センター 千歳市駒里 
2451-22 

担当/石金0123-24-2810
まずはお気軽にお電話ください。

運搬スタッフ募集
千歳 正 運搬

千歳市美々987番地22
北海道空港 株式会社 まずはお気軽にお電話ください。

〈共通項目〉
仕　事▶ お菓子や農水産品、お酒などを取り扱うお店でのレジ、商品補充、陳列、接客など
資　格▶年齢・学歴・経験不問
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、制服等貸与、空港内喫煙室有、 

[正社員のみ]昇給年1回、各種手当有、賞与年２回、試用期間3ヶ月有

担当/影山0123-46-5118[ア・パ 応募連絡先]

担当/人事課011-205-8802[正社員 応募連絡先]

【アルバイト・パート】店舗スタッフ
期　間▶長期（1年毎に更新）   
給　与▶時給1,000円～
勤　務▶ 週3～5日　※シフト制、日数・曜日応相談
時　間▶ 7:00～20:40の間で実働5～7h シフト制　 

※休憩1h、繁忙期は延長の場合有 
例/①7:00～15:00　②9:00～17:00 ③12:40～20:40等

勤務先▶北海道本舗 総合土産店（国内線ターミナルビル2F）

　 正社員
  アルバイト 
パート大募集!!
新千歳空港で

働いてみませんか？

千歳 正 ア パ 店内業務

【正社員】店舗スタッフ
期　間▶雇用期間の定めなし   
給　与▶月給18万円～
勤　務▶シフト制
時　間▶ 7:30～22:00の間で実働7時間10分（休憩1h）
休　日▶月9日（年間休日108日）
勤務先▶新千歳空港国内線店舗（北海道本舗 総合土産店等）及び国際線（免税店）

需要拡大につき 
増員決定!!

パートは
フルタイム勤務
扶養内勤務
どちらも歓迎！

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。

期　間▶ 即日～通年雇用
仕　事▶ 千歳・恵庭エリアでのスタッフ送迎
資　格▶ 中型免許以上、マイクロバス運転

出来る方
給　与▶ 時給1,500円
時　間▶  ①7:00～8:30 

②16:00～18:00 
※ 就業先により時間変更の場合有、
残業なし

勤　務▶週4回程度 ※工場カレンダーによる
待　遇▶ 交通費規定支給、 

受動喫煙対策有、車内禁煙

［契約社員］ 自社送迎ドライバー

時給1,500円!!
★ 当社の契約社員として勤務します。

通年
雇用

千歳・恵庭 契 自社送迎ドライバー

0123-22-1090
まずはお電話ください。後日面接を行います。

【平日/9～18時】　担当/スズキ

期　間▶ 1年毎の更新 ※原則更新
仕　事▶ 窓口対応、電球交換、 

建物巡回、清掃等 ※冬期は除雪作業あり
資　格▶ 経験不問
給　与▶ 時給920円
時　間▶ 8:00～15:30（月～金曜）※休憩1h 

8:00～12:00（土曜）
勤　務▶ 月～土曜
休　日▶ 日曜・祝日、年末年始(12/30～1/3)
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、屋内禁煙
勤務先▶ 千歳市里美

北海道東急ビルマネジメント(株)

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F
千歳・苫小牧営業所

マンション管理人
募集します。
千歳市里美に勤務

千歳 パ マンション管理人

介護食の正しい知識や調理法を身につけ高齢者に
美味しく安全安心な食事を提案できる資格。
咀嚼や健康に不安がある高齢者のために､硬さや栄
養バランスなどに気を遣った調理法で提供するこ
とができます。
また､彩りを添え美味
しそうな食事にする
ことで､食での生きる
楽しさを与えること
ができます。
介護職の方が取得し
ています。

千歳 パ 清掃

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル4F

22-5280 採用係応募

期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶日常清掃
資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円
時　間▶7:00～10:00 ※実働3h、残業なし
勤　務▶月20日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸

与、受動喫煙対策有
勤務先▶ ビアワークスちとせ内テナント 

/千歳市東郊1-7-1

キレイな環境でお仕事ができます
内装をリニューアルした

テキパキ・もくもく作業が好きな方にピッタリ!

毎週
水曜日
のみ!!

Wワーク
OK!!

未経験者
大歓迎!!

まずはお気軽に
お電話ください！

千歳市北斗
4丁目
13番20号

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行
27-0911

千歳 パ 業務スタッフ

期　間▶長期
仕　事▶ 生活情報紙 

「ちゃんと」の丁合作業
（ちゃんとにチラシを
折り込む）、他、 
ちゃんとの積込みなど配送業務補助、等

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給950円
時　間▶ 11:00～17:00 ※状況により残業有
勤　務▶水曜日
待　遇▶交通費規定支給、車通勤可、敷地内禁煙
勤務先▶(株)メディアコム 事務所内

《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1階
東京美装北海道 ㈱千歳支店

応
募

0123-24-3771平日

090-9753-1491土日

千歳 契 パ 清掃
【ザ・ノースカントリーGC清掃】

資　格▶車通勤可能な方
勤務先▶ ザ・ノースカントリーゴルフクラブ（千歳市蘭越26）
待　遇▶ 社保完備、賞与有（③のみ）、 

雇用保険（時間による）、制服貸与、交通費規定支給

仕　事▶ お風呂清掃、巡回清掃（男性ロッカー）
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ 6:30～10:30、7:00～11:00、 

14:00～18:00（実働3.5h、休憩0.5h）
休　日▶ 週2日～

季節雇用①/パート

季節雇用②/パート

季節雇用③/契約社員

仕　事▶ クラブハウスの日常清掃（床、トイレ等）、洗濯（タオル等）
給　与▶ 時給1,100円
時　間▶ ⓐ8:30～12:30（実働3.5h、休憩0.5h） 

ⓑ12:30～17:00（実働4h、休憩0.5h）
休　日▶ ⓐ週2～3日ⓑ週3～4日

仕　事▶ ①②両方をする
給　与▶ 月給159,500円～
時　間▶ 11:00～20:00（実働8h、休憩1h）
休　日▶ 週2日

季節雇用/4月上旬～11月下旬　長時間パートも可

1名募集
Web応募はコチラ

仕　事▶野菜のカット、品出し等
期　間▶ 2月16日～3月15日
勤　務▶ 週4日
資　格▶ 土日勤務できる方
給　与▶ ［一般・学生］時給1,000円
時　間▶ 8:00～15:00 

※残業なし、休憩1時間
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

恵庭店
恵庭市本町210 33-1122

応募

恵庭 ア パ 青果

青果 の募集です
スタッフ2/16～

3/15の 
短期!


