
2020 年 11 月 27 日（金） ちゃんと9

千歳市千代田町5丁目5-1 TEL.0123-24-2535
恵庭市緑町2丁目3-10 TEL.0123-39-5005

【千歳店】
【恵庭店】

お仕事探し応援します!
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■発行 千歳市北斗4丁目13番20号

■求人広告・チラシ折込のお申し込みは

0123-27-2611
■求人ナビHP  https://chanto.biz/qnavi/

携帯サイト↓

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をご持参ください。

短期募集

勤務先▶�千歳市
期　間▶12/1〜12/31
仕　事▶�ゆうパックの配達�

（1日60〜100件程度）
資　格▶�要普免(AT限定可)、年齢不問
給　与▶�月25〜40万円
時　間▶��8:00〜20:00
休　日▶�月4日
待　遇▶�業務時車貸与、車通勤可、制服貸与、研修有
★独立開業したい方もお気軽にご相談ください！

宅配ドライバー

千歳市高台5丁目1-5

☎23-0501
㈲M.D.N.TRANS

月収25〜40万円!!

他 宅配ドライバー

仕　事▶�手作業による除排雪業務
給　与▶�時給1,500円
時　間▶�8:30〜16:30
期　間▶�令和3年1月15日�

〜2月14日（予定）
休　日▶�土日祝
待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費補助
勤務先▶�千歳市内全域
資　格▶�季節的業務に従事されていた方、年齢不問

歩道除排雪業務作業員の募集です !歩道除排雪業務作業員の募集です !
健康に自信のある方急募 !健康に自信のある方急募 !

短期
1ヶ月間
土日祝休み!!

千歳市上長都1057番地7 

まずはお気軽にお電話ください！
その後写真付履歴書をご持参ください。☎25-6900
千歳市環境整備事業組合

臨 除排雪作業員

GEOSバイリンガルスクール

英会話講師募
集

�資　格▶�未経験者歓迎�
目安英語力･･･TOEIC730、英検2級程度

給　与▶1コマ（50分）1,200円〜
時　間▶��16:00〜
勤　務▶�週1日、1コマ〜
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可

千歳市勇舞1丁目4-2�

まずはお電話ください。

☎0123-26-1000
ITTO個別指導学院 千歳校
GEOSバイリンガルスクール

ア 英会話講師
CBA

得意なことを活かそう!!

うれしい
職能手当、
賞与年2回♪

☎0123-27-1323
さくら女性クリニック

働き方選べます！働き方選べます！
正看護師募集正看護師募集

〒066-0062 千歳市千代田町7丁目
千歳ステーションプラザ5F

電話連絡のうえ、写真付き履歴書をご郵送ください。
受付/9〜18時 
担当/土橋090-4873-3070

月120h程度しっかり働く
フルタイム

家庭や趣味を 
楽しみながら♪
扶養内勤務

2.

1. ◆正看護師（フルタイム or 扶養内勤務）
資　格▶�看護師有資格者
給　与▶ 時給1,300〜1,500円
時　間▶�9:00〜13:00、14:30〜18:30�

※シフト制　
休　日▶�日曜、祝日、年末年始、水・土曜午後
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、交通費規定支

給（駐車場完備）、昇給有、制服貸与、有給休暇�
［フルタイムのみ］職能手当、賞与年2回

★JR千歳駅直結で通勤便利です!!

パ 正看護師

週4日前後勤務

［パート］介護職員
資　格▶�無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士

資格あれば優遇）
給　与▶�介護福祉士/時給1,200円〜 

初任者研修修了/時給900円〜 
無資格・未経験者/時給880円〜

時　間▶�［日勤］①7:00〜16:00�②9:00〜18:00�
　　　③10:30〜19:30�
［夜勤］④18:00〜翌9:00��
★すべてのシフトに入れなくてもOK！�
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶�シフト制
待　遇▶�社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、有

給休暇（100%消化可能）、車通勤可（無料駐車場有）、
処遇改善加算手当（年2回支給）、正社員登用制度有

㈱サンボウグループホーム ぬくもりの里 千歳市住吉４丁目８番１４号

パ 介護職員

夜勤帯≪夕〜翌朝のケア≫
夕食の片付け、就寝準備手伝い、
夜間の見守り・ケア、
朝食準備等

お買い物・医療施設受診同行、
身体ケア、
食事・入浴介助、
食事の調理、
お話し相手等

日勤帯≪生活サポート≫

未 経 験
！歓 迎

このたび流行している新型コロナウイルス感染症に負ける
ものか！　と、職員一同日々明るくがんばっています。
あなたも≪ぬくもり≫のあるケアを目指して、いっしょに働
きませんか？  介護に興味のある方、ぜひご応募ください！
【新型コロナウイルス感染症対策で、全館消毒済み】 安心して働けます。

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。
受付/9時〜18時
（人事担当直通）090-3399-5886

冬季アルバイト募集!!

恵庭市黄金北
3丁目8-10

期　間▶�12月上旬〜翌3月末�※期間終了後延長も可
仕　事▶�ガス・水道工事、土工全般
資　格▶�学歴不問、未経験者歓迎、経験者優遇
時　間▶�8:00〜17:00
給　与▶�日給8,000〜11,000円 ★経験者優遇 

★がんばりは給与に反映します！
休　日▶�日曜、GW、お盆、年末年始
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可、

送迎相談可
勤務先▶恵庭、千歳

小山内建工■土木・管工事

わからないことは
何度でも！
聞いてください！
丁寧に教えます♪
資格・経験も大切ですが、
一生懸命に!!
職場のみんなと協力して
仕事できる方を求めています！

素直な人が
いいなぁ〜

通年雇用もOK

短期
期 ガス・水道工事、土工全般

まずはお話しましょう！
090-2053-0495

❸ フレスポ恵み野（恵庭市恵み野里美）
給　与▶時給870円〜
時　間▶�①8:00〜12:30�※実働4h��

②12:30〜17:00�※実働4h
休　日▶週2〜4日（応相談）

❹ ほんま恵庭工場（恵庭市戸磯）
給　与▶時給870円〜
時　間▶�9:00〜11:00�※実働2h
休　日▶土･日曜、祝日

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

☎0123-24-3771応募 平日

�入社後すぐ使える�入社後すぐ使える特別有給制度特別有給制度あり!!あり!!

★未経験者大歓迎!!
❶ 日本血液製剤機構（千歳市泉沢）
給　与▶時給870円〜
時　間▶7:00〜11:00�※実働4h
休　日▶土･日曜、祝日

❷ 千歳科学技術大学（千歳市美々）
給　与▶時給950円〜
時　間▶7:00〜10:30�※実働3.5h
休　日▶土･日曜、祝日

清掃清掃スタッフ募集！スタッフ募集！

共通項目 待　遇▶�制服貸与・交通費規定支給、�
週20時間以上勤務は雇用保険加入

パ 清掃
カンタン作業!カンタン作業!

スタッフスタッフ
大募集!!大募集!!
無料送迎あります！

◆食料品の検査包装、箱詰め、ラベル貼り等
期　間▶ 即日〜通年
資　格▶ 未経験者歓迎、シニアも歓迎
時　間▶�9:00〜16:00もしくは9:00〜18:00
休　日▶ 土日祝�※会社カレンダーによる
給　与▶ 時給861円〜
待　遇▶ 各種保険完備、交通費規定支給、車通勤可、

制服貸与、先払い制度有、無料送迎有、試用
期間2ヶ月

勤務先▶�千歳市泉沢

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

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

★随時面接致します
【月〜金曜】9〜18時0120-357-337

080-5729-7602�（土・日曜、祝日）

派 下記参照

仕　事▶�厩舎、馬房、パドックの清掃�
※馬には一切触りません。

資　格▶マイカー通勤可能な方
時　間▶�7:00〜10:00（実働3h）
給　与▶�日給3,200円 ★賞与有
休　日▶�週1日〜�※日数応相談　
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、慶弔特別休暇、

社員割引制度有、他福利厚生充実

●まずはお電話ください。

●メール応募も受付中！ 24時間OKです。

〒059-1361�苫小牧市美沢114番地7
ノーザンホースパーク

☎0144-58-2813☎0144-58-2813 担当/田中

http://www.northern-horsepark.jp/

【受付/9時〜15時】

厩舎清掃スタッフ厩舎清掃スタッフ（通年アルバイト）（通年アルバイト）

即日採用！ すぐ働けます！即日採用！ すぐ働けます！

馬に触る
作業は

ありません

ア 厩舎清掃スタッフ

勤務・休日勤務・休日応相談!!応相談!!

keiri3@northern-horsepark.co.jpkeiri3@northern-horsepark.co.jp

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

募集
仕　事▶�牛乳・ソフトクリーム等の販売、接客、品出し、

レジ打ちなど
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、土日働ける方
給　与▶�時給900円〜 ※試用期間/時給870円
時　間▶�7:30〜16:00、10:00〜18:30、�

12:00〜20:30��※いずれも実働7.5h
休　日▶��月8〜10日（シフト制）
待　遇▶�各種社保完備、交通費規定支給（月上限25,000

円）、車通勤可（駐車場代補助有）、�
館内社員割引有、制服貸与、昇給有、有給休暇

勤務先▶�Milk�Stand�北海道興農社�
�（新千歳空港国内線ターミナル2F）

☎0145-26-2800
担当/田仲　【受付】平日�9:00〜17:30

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

販売スタッフ販売スタッフ

Milk Stand 北海道興農社（北海道興農社）
千歳市美々�新千歳空港国内線ターミナル2F

未経験者歓迎！未経験者歓迎！

【Milk Stand 北海道興農社】
牛乳、飲むヨーグルト、カフェラテ、ソフトクリーム、 
ミルク系のお菓子を販売するミルク専門店です。

北海道の
美味しい牛乳や

乳製品を販売します！
お客様に魅力をたっぷり 
お伝えしてください♪

アパ 販売スタッフ

資　格▶未経験者歓迎、土日働ける方
給　与▶時給1,000円
時　間▶�12:00〜17:00/1名募集　�

13:00〜18:00/1名募集　�
18:00〜21:30/2名募集

勤　務▶�週3日〜
待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、制服貸与、�

組合加入、車通勤可

プロの品質とプロの価格 【 G−7グループ 】

恵庭市中島町6丁目7-4
業務スーパー恵庭店

時給1,000円 未経験者歓迎
勤務日数はご相談ください。

アパ 店内業務

☎39-3777 担当/畠山

まずはお電話ください。写真付履歴書をご持参ください。

時給時給 期　間▶長期（6ヶ月以上）
仕　事▶�ユニットバスの組立や加工・検査のお仕事

です。浴槽や防水パンの加工や組立になり
ますがラインでの作業のため一つ一つの作
業工程は簡単です。

給　与▶�時給1,100円〜 
★ 月収211,000円以上可能 

（20日/160h勤務＋残業10h＋交通費3万円） 
時　間▶�①8:30〜17:30�※実働8h�

②9:00〜17:15�※実働7.25h�
休　日▶�土･日曜、祝日、年末年始��※年間休日125日
勤務先▶�北広島市
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、�

交通費規定支給（上限30,000円）

35032
9：00～20：00（平日）
9：00～18：00（土日祝）札幌市中央区北四条西4－1　札幌国際ビル4F

★月21万円以上可能!!★月21万円以上可能!!

長期長期
のお仕事のお仕事

1,1001,100円〜円〜
一
緒
に
働
こ
う
♪

一
緒
に
働
こ
う
♪

軽作業!!軽作業!!
カンタンカンタン

マイカーマイカー
通勤通勤
歓迎!!歓迎!!

★バス公共機関での通勤可能もですのでお問合せください。★バス公共機関での通勤可能もですのでお問合せください。
★千歳線北広島駅から車で10分★千歳線北広島駅から車で10分

労働者派遣事業 派40-300747

派 ユニットバス部品の簡単な組立作業（広告No.35032） 




