
2020年11月20日（金）ちゃんと 8

未経験者歓迎！
研修制度あります♪

MMSマンションマネジメントサービス㈱

電話の上、写真付履歴書持参 ※面接は当社または千歳市内

苫小牧市若草町 3 丁目 2-7 大東若草ビル 4F

～札幌時計台指定管理者～
☎0144-35-1371

◆千歳市文京/嘱託
期　間▶1年毎の更新制
仕　事▶ 受付、巡回、点検、清掃、草刈、除雪等
資　格▶ 65歳以下（定年雇用止めの為）
給　与▶�日給5,597円�

★［月収例］月24日勤務の場合/月134,328円
時　間▶ 9:00～16:30 ※休憩1h
休　日▶ 日・祝、夏季・年末年始
待　遇▶ 交通費実費支給、制服貸与、車通勤応相談、試用期間3ヶ月有

60歳以上60歳以上
歓迎!!歓迎!!

嘱 マンション管理員

パート

勤務先▶ 千歳市東郊2丁目7
時　間▶  7:30～11:10 

※日曜は1h早出有
勤　務▶ 週3～5日（シフト制） 

※勤務日数、曜日は応相談
給　与▶ 時給861円〜
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

車通勤可（従業員駐車場有）、労災保険

■ビルメンテナンス業・警備業務（認定第459号） 

株式会社 テックサプライ
札幌市東区北22条東1丁目2-17 https://www.tec-supply.jp/

◎まずはお電話ください。面接は現地にて行います。

40〜50代
活躍中♪

店内清掃
午前中だけ★ 未経験者も大歓迎！

担当/シダ080-6827-1795

アパ 店内清掃

シニア世代も大歓迎 !

ホテル アゲイン 〒061-1411
恵庭市恵南
24-285

採用係☎39-3950

資　格▶ 未経験者歓迎、 
土日どちらか勤務できる方

時　間▶ ①10:00～18:00 
②14:00～18:00

勤　務▶ 週2～3日
給　与▶�時給890円 
待　遇▶�交通費規定支給、 

大入手当、社保完備（勤務による）、 
制服貸与、車通勤可、賞与有

日数・時間
応相談

アパ 客室清掃スタッフ

仕　事▶ 入居者認知症高齢者の生活介護全般
給　与▶ 月給198,693〜209,230円�

※経験・年齢・資格による��
※賞与、夜勤手当1回5,000円（月5回）、処遇改善手当を含む

時　間▶ ［日勤］8:30～17:30  ［早出］6:30～15:30 
［夜勤］15:30～翌9:30 
※利用者状況により遅番有

勤　務▶ 4週8休 ★年3日特別休暇有

仕　事▶ 入居高齢者の見守り、生活支援、夕食、朝食提供
給　与▶�1勤務19,174〜19,798円
時　間▶ 15:30～翌9:30
勤　務▶ 週1～2回 ※回数、時間応相談

3名
募集

待　遇▶ 昇給有、賞与有、交通費規定支給、車通勤可
資　格▶ 未経験歓迎・無資格もOK 

★えみな介護職員養成講座で初任者研修受講可 
  （約半額の還付金制度有）

共
通
項
目

◆�グループホームえみな�ゆうまいの家（千歳市勇舞7丁目10-12）
◆�小規模多機能ホームエルムの家（千歳市長都駅前5丁目1-10）正社員

◆�サービス付き高齢者向け住宅えみな�うらら家�
（千歳市長都駅前5丁目1-10）夜勤専任パート

★未経験者多数勤務しています

千歳市勇舞1丁目2-2
まずはお気軽にお電話ください。担当/糸田 ㈱えみな☎23-2262（えみな うらら家

か

）

介護職員募集中!!
株式会社えみなは株式会社えみなは「心に寄り添う介護」「心に寄り添う介護」の提供を目指しています。の提供を目指しています。

★勤務開始日応相談

※ 夜勤明けの次回勤務は 
47〜71h後となります。★�えみな介護職員養成講座で初任者研修受講できます♬

080-7656-6610

見学
OK

1〜2名募集
WワークOK

正パ 介護職員

採用担当係

まずはお電話ください｡面接日や勤務開始日は相談に応じます｡

☎0123-25-3310
WワークOK!
シフト自由!

長時間もOK!
交通費全額支給!

アパ ホールスタッフ

時　間▶ ①9:00～15:30　②10:30～17:00 
★20:00までの長時間勤務もOK

資　格▶ 飲食業未経験歓迎、WワークOK
給　与▶時給1,050円　
勤　務▶ 週1日～OK  

※平日のみ、土日のみ、曜日固定勤務等、シフト自由！
待　遇▶ 交通費全額支給、制服貸与、従業員割引有

休みは100%希望通り！働きやすい環境です。

ホールスタッフホールスタッフ募集!!募集!!

㈱エイチケイアール
https://www.hk-r.jp/【函太郎　新千歳空港店】

千歳市美々　新千歳空港国内線ターミナルビル3F

��片付けからスタートし徐々にお仕事を覚えていきます。 
注文はお客様自身、お会計は専用端末使用でカンタン♪ 
レジは自動でおつりが出てくるタイプです。

未経験者大歓迎!未経験者大歓迎!

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

◎短時間や扶養内勤務の働き方もあります。ご相談ください。

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク
☎23-4145応募 ［担当］松口・渡辺

当社なら当社なら安心して安心してスタートできます！スタートできます！

※養成期間は日給5,000円※養成期間は日給5,000円

営業所から営業所から
無線とGPSで無線とGPSで
道案内します！道案内します！

1年間月25万円
給与保証あり！

タクシタクシーー乗務員!!乗務員!!未未経験経験 からから

資格がない…

最初から
歩合給は不安…

道がわからない…

◆タクシー乗務員
資　格▶ 要普免（運転経験3年以上） ★AT限定可
時　間▶ ［朝］①5:00～14:30 ②7:30～17:00 

［夕・夜］①17:00～翌2:30 ②20:00～翌5:30 
※［朝］［夕・夜］選択制 ※いずれも実働6.5h、休憩3h

勤　務▶ 4週6休 ※4勤1休→4勤1休→3勤1休のシフト制
給　与▶ 歩合給制�

★二種免許取得後1年間は給与保証有/月25万円�
※二種免許養成期間/日給5,000円

待　遇▶ 各社保完備、制服貸与、車通勤OK（無料駐車場有）、支度
金30万円支給（規定有）、給与保証制度有（1年間）、他

3030万円万円
支度金支給支度金支給

（規定有）

普通免許でOK!!普通免許でOK!!
二種免許養成します。二種免許養成します。

正 タクシー乗務員

仕　事▶ホテル等へ、リネンのルート配送
資　格▶ 高卒以上、要普通免許（平成19年6月以降

免許取得者は要中型免許）
給　与▶ 月給210,000〜250,000円�

※残業手当含む��※昇給制度有
時　間▶ 5:00～14:00  ※休憩1h

仕　事▶ ホテルや病院のシーツ等のクリーニング 
作業全般。初めは仕分けからスタートします。

資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 月給150,000〜180,000円�

※残業手当含む��※昇給制度有
時　間▶ 8:30～17:00  ※休憩70分

資　格▶ 大型一種免許（大型バス運転経験者）、定年
65歳 ※定年退職された方も歓迎

給　与▶ 時給1,000円��
※月収例/月160,000〜184,000円
　（1日8h、月20〜23日勤務の場合）

時　間▶ 8:00～17:30 ※終業時間はシフトによって変動 
例/8:00～9:00、16:00～17:30は 
 　スタッフの送迎 
 　10:00～12:00は配送係助手 
 　14:00～16:00は仕分け作業

《共通項目》
休　日▶シフト制
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可

★ホテル配送業務拡大のため増員

電話連絡の上、写真付き履歴書をご持参ください。
委細面談にて決定致します。 

契約社員 2・4t箱車ドライバー パート 送迎バス運転兼 
配送係助手

契約社員 リネン工場スタッフ

決められたルート 決められたルート 
の配送・送迎です♪の配送・送迎です♪

千歳支店

千歳支店

長期スタッフ長期スタッフ
募集中!!募集中!!

〒066-0077 千歳市上長都1050番地1

☎0123-24-2126
【受付】9～17時

契パ 下記参照

仕　事▶  ホテルのレストランの厨房で、食器を洗浄
機に入れ、洗浄された食器の水気をフキン
で取るだけの簡単作業

給　与▶  時給1,018円〜
時　間▶ 9:00～17:30、12:30～22:30
勤　務▶週5～6日 ※シフト制
勤務先▶ 千歳市 ※車通勤OK
★調理業務も同時募集!!お問い合せください。
LINE公式アカウントから、来社不要のWEB登録も可能！
友だち登録お願いします！ ID:olp-chitose

㈱オープンループパートナーズ 千歳支店
千歳市千代田町4丁目14 千歳第一ビル3F

労働者派遣事業
（派13-302403）

まずはお気軽にお電話ください！
【受付】9～18時（月～金） ☎23-6833

週払いOK！�週払いOK！�
��（規定有）��（規定有）

千歳駅より千歳駅より
無料送迎無料送迎あり！あり！短期！短期！1月末1月末

までまで

派 洗浄作業

【同時募集】夜勤専門ケアスタッフ
★1回19,700円可能!! 勤務/月7〜9回

グループホーム向陽台 ㈲アクティーサービス
千歳市白樺2-1-1

☎0123-28-5888�担当/水谷

電話連絡を頂いた後、面接日を決定します。
面接時に写真付履歴書・資格証をご持参ください。

◆ケアスタッフ（フルタイム）
仕　事▶認知症高齢者の日常生活支援・介護
給　与▶ 日給6,750円（更新時昇給有）�

＋夜勤手当5,000円/回＋資格手当�
＋処遇改善手当（600円/日）�
※試用期間3ヶ月間は処遇改善手当支給なし

時　間▶ 早番/7:30～16:00（休憩1h、実働7.5h） 
日勤/9:00～17:30（休憩1h、実働7.5h） 
遅番/10:30～19:00（休憩1h、実働7.5h） 
夜勤・明/17:00～翌9:30（休憩1.5h、実働15h） 
※シフト制

勤　務▶ 4週8休（月21～22日）
資　格▶ 普通自動車運転免許
待　遇▶ 労災適用、各社保完備（勤務時間による）、交通費

規定支給（2km以上/上限12,000円）、車通勤可
（無料駐車場有）

資格取得支援制度有 !!資格取得支援制度有 !!

資格がなくても応募可能です！
未経験者未経験者歓迎！歓迎！

契 ケアスタッフ

千歳市千代田町6丁目20
第12ふじやビル㈱東洋実業�千歳営業所

☎22-5280 採用係応�募

【共通項目】
仕　事▶ 日常清掃業務  

※現場により、トイレ･シャワー室の清掃も有
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与、 

社保完備（勤務による）

綺麗好きの方必見！綺麗好きの方必見！

清掃スタッフ清掃スタッフ
募集中!!募集中!!

給　与▶�時給861円�
※月収例/861円×7.5h×23日�
　＝148,523円

時　間▶ ①7:00～16:00 ②9:00～18:00  
※実働7.5h

休　日▶ 土曜日、他シフト制 ※月7日

正社員　千歳市総合福祉センター（千歳市東雲町2丁目34）

給　与▶�時給861円　�
※月収例/861円×4h×22日�
　＝75,768円

時　間▶ 8:00～12:00 ※実働4h ※大会日は1h早出有
休　日▶ シフト制 ※月8日

パート　千歳市開基記念総合武道館（千歳市あずさ1丁目3-1）

正パ 清掃スタッフ

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
時　間▶ 日勤/7:30～16:30、11:00～20:00 

夜勤/16:30～翌7:30   
（シフト交替制） ★女性は日勤のみ

給　与▶ 月給160,000円〜�※深夜割増含む
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

正社員登用有

契 空港施設警備員

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

男女ともに
活躍できます!

新千歳空港で働きませんか?

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。

空港施設空港施設
警備員警備員募集!募集!

期 間 店 舗 仕 事 時 間 給 与 募集人数
12/15〜翌1/10

（日数応相談） 肉の盛り付け・品出し 8:00〜15:00
（休憩1時間） 時給1,000円 2名

12/23〜25
寿司製造 8:00〜13:00 時給1,100円 4名

肉の盛り付け・品出し 8:00〜15:00
（休憩1時間） 時給1,000円 2名

12/31

オードブル製造
0:00〜6:00 
（休憩30分）
※高校生不可

時給1,600円 10名

刺身盛り付け補助 6:00〜13:00 時給1,100円 3名

寿司製造
6:00〜15:00
（休憩1時間） 

※6:00〜10:00、
10:00〜15:00も可

時給1,100円 30名

オードブル製造 5:00〜8:00 時給1,000円 12名
寿司製造 7:00〜14:00 時給950円 12名

刺身盛り付け補助 1:00〜5:00
※高校生不可 時給1,600円 2名

寿司製造
6:00〜15:00
（休憩1時間） 

※6:00〜10:00、
10:00〜15:00も可

時給1,100円 4名

オードブル製造 1:00〜5:00
※高校生不可 時給1,600円 4名

千歳店

千歳店

恵庭店

長都店

長都店

［応募］ご希望の店舗に電話連絡の上、履歴書をご持参ください。（担当/店長）

恵庭店 千歳店

長都店
恵庭市本町210 千歳市日の出1丁目1-66

千歳市勇舞8丁目1-1

☎26-6660☎33-1122
☎23-7667 Web応募もOK!!

時　間▶表参照　　給　与▶表参照　　待　遇▶ 制服貸与、マイカー通勤可（原付・バイク不可）
《共通項目》

集まり次第集まり次第終了します！終了します！
ご応募はご応募はお早めに!!お早めに!!

年末臨時
アルバイト

学生さんも
大歓迎!!

ア 下記参照

千歳市 恵庭市

◆福住1･2･3･4丁目
［1･2丁目］約160部
月収8,700円くらい
［3･4丁目］約120部
月収6,800円くらい

◆信濃4丁目
［左側］約200部
月収11,000円くらい
◆若草3丁目
約130部
月収7,500円くらい

◆住吉1･4丁目
［1丁目］約130部
月収7,500円くらい
［4丁目］約180部
月収9,500円くらい

◆島松本町1丁目
約170部
月収9,300円くらい
◆島松本町2丁目
約100部
月収6,000円くらい
◆島松東町2丁目
約140部
月収7,800円くらい
◆恵み野北4丁目
約130部
月収7,300円くらい

★月収例は参考値です。配布内容（ページ数、チラシの数量）により変動します。 ★ 他の配布地域もございます。詳しくはお電話でご相談ください！

仕　事▶ 生活情報紙「ちゃんと」の折込・配布
資　格▶ 年齢不問（健康な方） ★短期もOK
給　与▶ 1部配布7.5円〜�

（ページ数により変動あり）�
＋チラシ折込手当�
＋増ページ手当+皆勤賞

勤　務▶ 毎週木・金曜（週1～2日）
時　間▶ 木曜/5:00～19:00 

金曜/5:00～18:00 
　　の間で実働1～3h位 
　　（配布場所による）

配 布員 募 集

皆勤賞皆勤賞あり！あり！

1ヶ月休まずがんばろう！1ヶ月休まずがんばろう！
年齢
不問

短期
OK

千歳市北斗4丁目
13番20号 ☎0123-27-0911応募

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

委 ポスティングスタッフ


