
2023年3月17日（金） ちゃんと13

㈱けーあいファーム
〒066-0001 千歳市長都1010番地

担当/阿部42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

◆パート
期　間▶1年毎の更新制 ※原則更新
時　間▶ 6:00～18:00の間で4～8h　 

※6h以上の勤務で休憩1h　 
※状況により勤務時間に変動有

給　与▶時給930円～
勤　務▶週2日～ ※応相談

◆正社員
期　間▶雇用期間の定めなし
時　間▶ 6:00～18:00の間で8～9h  

※1年毎の変形労働時間制　※休憩1.5h 
※状況により勤務時間に変動有

給　与▶月給181,000円～
休　日▶ 週1日～　シフト制　 

※夏季/月5～6日、冬季/月12～16日
【共通項目】
資　格▶ 高卒以上、要普通自動車免許、フォークリフト・大型自動車免許・大型特殊免許保持者優遇
待　遇▶ 各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支給、受動喫煙対策有、有給休暇、社員割引有 

【正社員のみ】賞与有、試用期間3ヶ月

こんな野菜作ってます!▶▶キャベツ、ブロッコリー、人参、カボチャ、白菜、スイートコーン、しいたけ、さつまいも…

小さいお子さんがいるスタッフ多数!!

千歳 正 パ 収穫・農作業

しいたけ栽培、野菜加工作業、 
工場仕分け作業等

種蒔き、苗準備、畑準備等
定植、草取り、収穫等
草取り、収穫、選別、仕分け等

12月～3月

3月～4月
5月～8月
8月～11月
★ 希望者は南大東島（沖縄県)でサトウキビ 
の収穫作業もあります。（12月～翌3月）

野菜の収穫･農作業

期　間▶即日～雇用期間の定めなし
仕　事▶歯科衛生士業務
資　格▶ 未経験者歓迎、 

新卒・第二新卒・ブランクOK、年齢不問
時　間▶ 変形労働時間制 

9:30～19:45（月・火・木・金） ※休憩1.5h 
9:30～13:15（水） ※休憩なし　 
9:30～18:15（土） ※休憩1.5h

給　与▶月給230,000円～
休　日▶ 週休2日制（日・祝・その他、平日1日）、

年末年始有
待　遇▶ 社保完備、昇給年1回有、賞与年2回有

（勤続1年後より支給）、退職金制度有（勤
続1年後より支給）、交通費規定支給（上
限15,000円）、車通勤可、敷地内禁煙

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

歯科衛生士 募集！

スマイル デンタル クリニック 恵庭
〒061-1406 恵庭市和光町2丁目2番12号

32-8888採用係

正社員募集！有給100％ 連休も可能！

恵庭 正 歯科衛生士

ブロックで 
街と自然を守ろう!
期　間▶雇用期間の定めなし
仕　事▶コンクリート製品の製造業務
資　格▶ 未経験者歓迎、経験者優遇 

※要普通免許
給　与▶ 月給189,000～220,500円+ 

別途時間外手当有
時　間▶ 7:30～17:00(実働8h、休憩1.5h) 

※残業年平均20h
休　日▶土・日曜、年末年始、GW、お盆休み
待　遇▶ 各社保完備、昇給年1回、賞与年2回、有給

休暇、交通費規定支給、車通勤可、精勤手
当(1万円)、試用期間3ヶ月、喫煙ブース有

千歳市上長都1125-2第三工業団地
共和コンクリート工業㈱千歳工場

まずはお気軽にお電話ください。 【受付/9:00～16:00】

0123-40-2571

面接は勤務先の千歳工場で行います。

千歳 正 製造スタッフ

担当/赤井・田口

仕　事▶ 仕込み、既製品ではない食材の調理、 
後片付け、食器洗浄、メニュー作成、特
別食の準備　 
※和洋中問わず調理可能な方

資　格▶ 不問、未経験者歓迎
給　与▶  時給1,100円～
時　間▶ ①7:00～15:50　 

②10:30～19:20
勤　務▶日数応相談
勤務先▶ 恵庭みどりのクリニック又は翡翠

株式会社サルド 恵庭市緑町1丁目5番3号 0123-32-6766 担当/平賀、金沢
《受付》平日8:40～17:30

仕　事▶ 受付・会計業務、レセプト入力、 
パソコン入力

資　格▶ 不問、未経験者歓迎
給　与▶ 月給181,280～350,000円
時　間▶ ①8:40～17:30 

②8:40～12:30（土曜日）
休　日▶ 日・祝、年末年始、土曜は隔週(土曜2日

勤務で平日に代休有)
勤務先▶ 恵庭みどりのクリニック

【正】医療事務員 

仕　事▶ 薬剤・物品の在庫管理、レセプト入力、
パソコン入力、受付窓口の会計業務、
調剤補助

資　格▶ 不問、未経験者歓迎
給　与▶   月給184,800～350,000円
時　間▶ ①8:40～17:30 

②8:40～12:30（土曜日）
休　日▶ 日・祝、年末年始、土曜は隔週(土曜2日

勤務で平日に代休有)
勤務先▶ ポニー調剤薬局

【正】調剤薬局事務

期　間▶ 正/雇用期間の定めなし 
パ/1年毎の更新　※原則更新  

時　間▶ 各項目参照　※残業なし　※6h以上勤務で休憩1h
待　遇▶ 制服貸与、昇給年1回、社保完備、賞与年2回（業績に応じ支給）、交通費支給(上限3万円)、

マイカー通勤可(従業員駐車場有・無料)、試用期間3ヶ月有（同条件）、受動喫煙対策有

仕　事▶ 仕込み、既製品ではない食材の調理、 
後片付け、食器洗浄、メニュー作成、特
別食の準備　※和洋中問わず調理可
能な方

資　格▶ 調理師資格
給　与▶  月給206,448～382,888円
時　間▶ ①7:00～15:50　 

②10:30～19:20
休　日▶ 4週8休（シフト制、年間休日は土・日・

祝日・年末年始の日数分）
勤務先▶ 恵庭みどりのクリニック又は翡翠

【パ】調理師・調理補助【正】調理師

《共通項目》

仕　事▶ 患者様の送迎、清掃、施設管理業務
資　格▶ 普通自動車第一種運転免許（AT限定

可）
給　与▶ 月給196,328～350,000円
時　間▶ ①7:00～15:50 

②9:20～18:10
休　日▶ 4週8休（シフト制、年間休日は土・日・

祝日・年末年始の日数分）
勤務先▶ 恵庭みどりのクリニック又は翡翠

【正】送迎運転手および施設管理

★扶養内勤務OK！

応募

恵庭 正 調剤薬局事務、医療事務、送迎、調理師パ 調理師・調理補助

多種多様な職種の
スタッフ募集中!!
社会保険完備 従業員駐車場無料

20～30代大歓迎♪

各職種とも、給与は経験を考慮して
決定します。

学生やフリーターのWワーク先に人気♪

千歳市栄町6丁目51 イオン千歳店1F
ミスタードーナツ千歳ショップ

期　間▶1年以上の長期
仕　事▶ レジでの接客や販売、清掃業務
資　格▶未経験者歓迎、学生可
給　与▶ 時給920円～  

※22時以降/時給1,150円～
時　間▶ ナイトセールス/21:00～24:00 

※実働2～3h (高校生不可)
勤　務▶週2日以上（フリーシフト制）
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、 

無料駐車場有、制服貸与、社員割引有

ミスタードーナツ千歳ショップ

スタッフ募集!

0123-23-1157【受付/9～20時】
【担当/中村】

まずはお電話のうえ、
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

千歳 ア パ 店内業務

WワークOK！ フリーシフトで働きやすい!

■一般労働者派遣事業（派01-300021）

(株)ジェイサポート
面接地/ 札幌市北区北7条西4丁目8-3 北口ヨシヤビル3F 

（JR札幌駅北口より徒歩1分）

千歳市内近郊にお住いの方は出張面接を
実施しておりますのでお気軽にご相談ください♪

0120-706-717 受付/
9～17時応募

期　間▶即日～長期
仕　事▶ お菓子（チョコレートやケーキ）などの商品を製造

している工場での製造補助、梱包業務
時　間▶①8:30～17:30     ②10:30～19:30
　　　　③14:30～23:30　④17:00～翌2:00
            ※①～④のいずれか 
　　　　※実働7時間50分 ※休憩1時間10分、残業なし
給　与▶ 時給1,300円　22時以降深夜割増あり
勤　務▶週3～５日勤務（シフト制）
休　日▶ 工場カレンダーに準ずる（土日のみ固定休）
勤務先▶千歳市泉沢
待　遇▶ 週払いOK(規定あり)、社会保険完備(法令どおり)、

交通費規定支給、制服貸与、車通勤可(無料駐車場
完備)、無料送迎有(JR千歳駅より)、受動喫煙対策
有（職場に喫煙室有）

春からお仕事始めませんか？
未経験者大歓迎！！

千歳 派 お菓子の製造補助、梱包業務

【千歳市美々】荷物の仕分け
期　間▶ 即日～長期
資　格▶ 土日勤務できる方歓迎、 

自力通勤できる方
給　与▶ 時給1,000円  

※22時以降/時給1,250円
時　間▶ 20:00～24:00（実働4h程度） 

※残業なし
勤　務▶週2日～ ★WワークOK
待　遇▶ 労災保険、週払い可、車通勤可、無料駐

車場完備、服装自由、受動喫煙対策有

WワークOK!
1,000円
★服装自由! ★週2日～OK!!

時
給

有限会社 ロジスパワー

まずはお電話ください。
写真付履歴書を持って面接にお越しください。

26-3570
080-5729-7602（土日祝/千葉）

【受付/月～金 9時～18時】

千歳市東雲町
1丁目9-6

千歳 ア 荷物の仕分け

期　間▶ 採用日～3月末まで  
※その後1年毎の更新

勤務先▶ JR新千歳空港駅
仕　事▶ 駅舎内全般の清掃（男女・バリアフリー

トイレ含む）、ゴミの収集・分別、他
時　間▶ ⓐ8:50～12:50 ※実働4h 

ⓑ12:50～19:50 ※実働6h、休憩1h 
Ⓒ8:50～16:50 ※実働7h、休憩1h 
※ⓐ～Ⓒシフト制 
※残業の場合有（0.5h程度/月）

給　与▶ 時給930円 ※試用期間3ヶ月有（同条件）
勤　務▶4週6休 ※シフト制、応相談
待　遇▶ 各社保完備、有給休暇、交通費規定支

給、制服貸与、駅舎内禁煙
お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

0123-45-7160 080-2877-3015

駅舎清掃
スタッフ募集!
★女性活躍中! ★勤務先多数!

千歳 パ 清掃

管理業務
スタッフ募集！

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

えこりん村カフェ

34-7800応
募

えこりん村　カフェ接客スタッフ募集
恵庭 ア パ カフェ接客スタッフ

期　間▶4月中旬～11月上旬まで
仕　事▶ソフトクリーム・ドリンクの販売
給　与▶ 平日/時給950円 

土日/時給1,000円
時　間▶ 9:00～18:00の間で3～7h 

（時間帯応相談） 
※6h以上の勤務で休憩1h、残業なし

勤　務▶ 週2～5日、1週間毎のシフト制 
（土日のみの勤務も可）

待　遇▶ 無料送迎バス有（JR恵庭駅から）、 
交通費規定支給、車通勤可、食事補助制度有、
制服貸与、労災保険、有給休暇制度有、 
65歳定年制、受動喫煙対策有

資　格▶ 経験者・未経験歓迎、学生歓迎、高校生可

自然に囲まれたカフェで
楽しくお仕事しませんか？

〒061-1421 
恵庭市牧場277-4

担当/藤原
【受付/9～17時】

仕　事▶ 経管栄養の注入・軟膏の塗布、内服薬の管理、 
通院の付き添い等、オンコール有

資　格▶ 看護師必須、准看護師必須のいずれか必須
時　間▶ 7:00～18:30のうち実働8h(シフト制) 

※休憩1h、残業月/0～10h
給　与▶ 月173,400～212,750円（資格手当10,000円込） 

オンコール1,000円/回 
(呼び出時は別途時給分支給)

休　日▶週休2日制 ※年間120日
勤務先▶ 千歳市大和4丁目2番1号 

（特別養護老人ホームやまとの里） 
千歳市富丘2丁目7番5号 
（特別養護老人ホーム暢寿園）

仕　事▶ 特別養護老人ホームの栄養ケアマネジメント業務
（委託業者と連携して献立表や辱時管理・提供を行
います。）

資　格▶ 管理栄養士
時　間▶ 8:30～17:30　※休憩1h、残業月1h程度
給　与▶ 月184,400～213,000円 

（資格手当10,000円含む）
休　日▶土日祝
勤務先▶ 千歳市大和4丁目2番1号 

（特別養護老人ホームやまとの里）
《共通項目》

応募
社会福祉法人
千歳福祉会

〒066-0066
千歳市大和4丁目2-1

採用担当/中尾 
（受付/9:30～17:30）

◆ 正職員 /看護師

◆ 正職員 /介護職員

◆ 正職員 /管理栄養士

 0123-49-6805

千歳 正 看護師、介護職員、管理栄養士

期　間▶雇用期間の定めなし
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可、有給休暇有、 

賞与年2回（3.4ヶ月）、退職金制度（共済会）、扶養、 
住宅・寒冷地手当、処遇改善手当有(介護職員のみ)、
施設内禁煙

資　格▶ 介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶ 月給174,000～209,500円
仕　事▶ 入居者様の介護・生活介助・生活部門の整理等
時　間▶ 日勤/7:00～19:30（実働8h、休憩1h） 

暢寿園夜勤/17:30～翌9:30(実働14ｈ、休憩2ｈ) 
やまと夜勤/16:00～翌8:00(実働14ｈ、休憩2ｈ) 
※各事業所により時間が異なります 
※月5回程度

休　日▶ 週休2日制　※年間休日120日
勤務先▶ 特別養護老人ホーム 暢寿園（千歳市富丘2丁目7-5） 

特別養護老人ホームやまとの里(千歳市大和4丁目2-1)

介護職員
管理栄養士

看護師

募集!

詳
細
は
コ
チ
ラ


