
2020 年 11 月 27 日（金） ちゃんと13

web応募もOK

㈱ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2-32

●制服貸与 ●交通費規定支給 ●車通勤可

�希望の店舗に電話連絡の上、写真付き
履歴書をご持参ください。担当/店長

給　与▶�［一般］時給881円 ［学生］時給871円
時　間▶�①8:00〜13:00�②17:00〜20:00
勤　務▶�週4日

応
募 ☎33-1122

恵庭市本町210
恵庭店

★�他の部門も募集中！�希望する店舗に�
お気軽にお問い合わせください。

給　与▶�［一般］時給882円
時　間▶�①7:30〜12:00�②12:00〜16:00
勤　務▶�週4日

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

応
募 ☎39-7777

スタッフ募集!!

デリカ
（惣菜）

給　与▶�［一般］時給887円
時　間▶�①8:00〜12:00�②8:00〜16:00

恵庭市恵み野西3丁目1
恵み野店 ☎36-2980応

募

アパ デリカスタッフ

千歳市大和2丁目2-8ゆあみ茶屋 千歳大和
千歳市富士3丁目1-10ゆあみ茶屋 千歳富士
恵庭市黄金北4丁目4-2ゆあみ茶屋 恵庭

まずはお電話ください！

仕　事▶�送迎・食事・入浴・排泄等の介助、�
介護業務やレクリエーション支援他

資　格▶�土日祝勤務可能な方、送迎業務ができる方�
※�介護福祉士または社会福祉主事任用
資格があれば尚可

時　間▶�8:30〜17:30
勤　務▶�週休2日�

（シフト制、土日祝勤務有）
給　与▶�月180,000〜250,000円 

※能力・経験による（各種手当含む）
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、車通勤可、�

交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶�①〜③からお選びください。�

①ゆあみ茶屋�千歳大和�
②ゆあみ茶屋�千歳富士�
③ゆあみ茶屋�恵庭

★�土日祝勤務可能な方、送迎業務が�
出来る方、お待ちしています！

担当/
上田・菊地0120-838-700

【正社員】デイサービス【正社員】デイサービス

介護職員介護職員募集募集

中・重度化予防
デイサービス

無資格・未経験者、歓迎します!!

正 デイサービス介護職員

●経験豊富な職員が多数在籍！
●いつも明るく元気な活気ある
　雰囲気♪
●20～50代まで、幅広い年代が
　活躍中！

●無資格、未経験でも 
　月給18万円スタート！

仕　事▶�管理業務全般の補助担当、物件巡回や点検業務、
業者対応、データ入力作業�等

資　格▶�要普通免許（AT限定可）、パソコン操作ができる方�
（入力作業ができれば大丈夫です）

給　与▶時給950円＋交通費全額支給
時　間▶9:50〜18:30
休　日▶�シフト制（週2日程度）
待　遇▶�各社保完備、無料駐車場有、�

マイカー通勤可（ガソリン代全額支給）
勤務先▶�千歳・恵庭管理センター�

（千歳市栄町7丁目1237番地3）

〒060-0002 札幌市中央区 
北2条西3丁目1-12 敷島ビル3F

お電話のうえ、下記まで
写真付履歴書を郵送ください。 ☎011-272-3080

㈱常口アトム人事総務部
人材開発グループ

パート募集!! 管理業務補助

年齢
不問

時給時給
950950円円

パ 管理業務補助

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

契派 下記参照

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

◆内職スタッフ【委託】
仕　事▶箱作り、その他の内職（委託）
時　間▶�お好きな時間
給　与▶出来高制（0.5〜3.5円/個）
資　格▶商材受け取り及び納入できる方

有限会社 サポート・インダストリー千歳市富士
1丁目1-5

まずはお気軽にお電話ください。�担当/採用係
☎090-3393-5574応募

お好きな時間に自宅で作業！

内職内職スタッフスタッフ
募集!!募集!!

お気軽にお電話ください!!

委 内職スタッフ

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
給　与▶�月給160,000円〜 ※深夜割増含む 

※資格手当有/10,000円迄
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

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

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!

契 空港施設警備員
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＼仕事探すなら／

期　間▶�12/21（月）、12/22（火）の2日間
資　格▶�18歳以上（高校生不可）、未経験者大歓迎、�

長時間の立ち仕事に支障がない方
給　与▶�時給1,030円（22〜翌5時は時給1,288円）
時　間▶�※2019年実績�［12/21］19:00〜翌7:00�［12/22］16:30〜翌3:00
待　遇▶�恵庭市内送迎バス有、交通費規定額別途支給、制服・作業靴等貸与、無料駐車場完備

〒061-1411 恵庭市恵南1番地
㈱ロバパン恵庭工場

｢Q人ナビ11/27号を見た｣ とお電話ください！ ☎0123-32-4346
受付/月〜金�8:30〜17:30��担当/やまだ・うえだ

★昨年の経験者は面接不要です。�★定員に達したら締切りますので、例年お越しの方もお早めにお申し込みください。

まだ間に合います！
迷っているあなた、

まずはお話しましょう！

短期短期アルバイトアルバイトXmas Xmas 

12/30㈬に銀行口座へ振り込み予定!
給与支払日について 年内に振込!!

当工場では、新型コロナウイルス感染症対策を実施しております。

◆ケーキ製造全般

22〜翌5時は時給1,288円!!時給1,288円!!

時時
給給 円円11,,030030

2日間

超短期!

残り15名
応募はお早めに!!

この2日だけで
稼げちゃう!!

12/21（月）
12/22（火）

ア ケーキ製造全般

2日間2日間
皆勤で皆勤で

皆勤特別手当支給!!

33,,000000円円

面接は面接は12/12（土）12/12（土）まで実施します！まで実施します！

◆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
［右側］約260部
月収13,000円くらい

◆若草3丁目
約130部
月収7,500円くらい

恵庭市恵庭市
千歳市でも募集中!!千歳市でも募集中!!

特島 集松 短期
OK

年齢
不問

★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）

皆勤賞皆勤賞
あり！あり！

1ヶ月休まず1ヶ月休まず
がんばろう！がんばろう！

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

配布員募集

46
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◆島松本町2丁目
［左側］約120部
月収7,200円くらい
［右側］約100部
月収6,000円くらい
◆島松本町1丁目
約170部
月収9,300円くらい
◆島松寿町1丁目
約160部
月収8,900円くらい
◆島松東町1丁目
約140部
月収7,800円くらい

委 ポスティングスタッフ

トヨタカローラ札幌㈱ ジョイック恵庭  

仕　事▶仕　事▶��お客様よりお預かりした整備車両や展示車お客様よりお預かりした整備車両や展示車
の洗車、車内清掃、車両の引き取りや納車の洗車、車内清掃、車両の引き取りや納車

勤　務▶週4〜6日
休　日▶�シフト制�

※年間所定休日106日��
※GW・お盆・年末年始の長期連休有

時　間▶�9:10〜17:30
給　与▶�時給950円 

（月22日勤務の場合、月収146,300円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与

恵庭市柏陽町3丁目194番地163

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をご持参ください。

担当/松江･佐藤☎0123-31-1255

アットホームな職場アットホームな職場でで
一緒に車のお仕事しませんか？一緒に車のお仕事しませんか？

見学
OK！

アパ 洗車、引き取り、納車




