
2020 年 12 月 4 日（金）ちゃんと 10

仕　事▶仕　事▶�新車・中古車の洗浄ラインでのシートや��新車・中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7〜10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日106日）

時　間▶�9:00〜17:00
給　与▶�時給920～950円 

（月22日勤務の場合、月収141,680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

恵庭市北柏木町3丁目73

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/�佐藤・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/マネージャー酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

新車・中古車の洗浄ライン新車・中古車の洗浄ライン
作業スタッフ募集!!作業スタッフ募集!!

★女性・40〜50代も活躍中!!★女性・40〜50代も活躍中!!
★マイカー通勤可能！★マイカー通勤可能！

契 洗浄ライン作業スタッフ

［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

■求人広告掲載のお申し込みは 0123-27-2611

年内休まず
発行します

年明けから勤務OKの
お仕事多数掲載!!

年も明けて心機一転!! 2021年のお仕事探しはQ人ナビ!!

恵庭市「花の拠点 はなふる」恵庭市「花の拠点 はなふる」で働いてみませんか？

22つのつのオシゴトオシゴトで、で、スタッフ追加募集！スタッフ追加募集！

〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11-1 電通恒産札幌ビル1F
まずはお気軽にお電話ください。

☎011-205-1471
株式会社アメック

11月11日に
OPENしました!!

■トータルビルメンテナンス・運営管理
採用担当者

パ 受付スタッフ、施設運営スタッフ

子ども好きな方、
大歓迎です！

フルタイムパート

勤務先▶�えにわファミリーガーデン「りりあ」�
（恵庭市南島松828番地）

仕　事▶�遊具の清掃・消毒、入退場受付、利用方法
の説明、子どもたちへの声かけ、見守り等

給　与▶時給900円
時　間▶��9:00〜17:30（実働7.5h）
休　日▶�週休2日（シフト制）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可（当社規定による）、制服貸与

施設
運営スタッフ

❷えにわファミリーガーデン「りりあ」
座ってできる仕事が中心♪

フルタイムパート

勤務先▶�花の拠点�はなふる�センターハウス�
（恵庭市南島松828番地）

仕　事▶�受付業務全般
資　格▶��基本的なPC操作が可能な方
給　与▶時給900円
時　間▶9:00〜17:30（実働7.5h）
勤　務▶�土日を含む週5日（シフト制）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可（当社規定による）、制服貸与

総合案内
受付スタッフ

❶はなふる センターハウス

電話交換パートも同時募集！
 詳細はお問合せください。

設備社員設備社員
募集募集

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

入社後すぐ使える 特別有休制度特別有休制度ありあり

正社員  設備社員
資　格▶�1級ボイラー技士（実務経験あれば2級ボイ

ラー技士も可）、乙種第4類危険物取扱者�
※電気工事士あれば尚可

給　与▶�月給200,000円～（諸手当を含む）
時　間▶�①8:30〜17:00�②17:00〜翌8:00�

※①②シフト制
休　日▶�週2日以上
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶�千歳市民病院（千歳市北光2丁目1-1）

資格を
活かそう！

応
募

☎0123-24-☎0123-24-37713771
090-9753-1491

平日

土日祝

正 設備社員

特 集陽向 台 特 集島 松

〒

向陽台中向陽台中

太陽太陽
公園公園

向陽台公園向陽台公園

向陽台小向陽台小

泉沢小泉沢小

密じゃ密じゃ
ないよー！ないよー！

千歳市千歳市

★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

年齢不問 短期OK

恵庭市恵庭市

46

駅
松
島

〒

自分の
ペースで
仕事が
出来るよ

◆長都駅前1丁目 ◆北栄2丁目

◆豊里1･2丁目 ◆信濃4丁目

約200部　月収11,000円くらい 約140部　月収7,800円くらい
［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

［1丁目］約90部 月収5,400円くらい
［2丁目］約160部 月収8,800円くらい

千歳市は他にも
募集地域あり!!

◆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
◆島松仲町2丁目
約100部
月収6,000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2丁目
約140部
月収7,800円くらい

◆福住1･2丁目
約160部
月収8,700円くらい

◆福住3･4丁目
約120部
月収6,800円くらい

◆白樺5丁目
約160部
月収9,000円くらい
◆柏陽5丁目
［別荘地］30件程度
月収2,000円くらい

◆若草2・3丁目
［2丁目］約140部
月収7,700円くらい
［3丁目］約130部
月収7,500円くらい

●●夢創館夢創館

●●島松神社島松神社

●�●�JA道央�恵庭資材店JA道央�恵庭資材店

しままつしままつ
公園公園

委 ポスティングスタッフ

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎24-4191☎24-4191

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。�（医）豊友会 
千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

介護職員介護職員
薬剤師助手薬剤師助手

未経験者OK 資格不問

◎扶養内勤務については要相談

支
え
て
あ
げ
た
い

ひ
と
が
い
ま
す
。

仕　事▶薬剤師の補助業務
資　格▶�高卒以上
給　与▶時給900円
時　間▶月・火・木・金/8:45〜17:30
　　　　水・土/8:45〜12:45
休　日▶日・祝
待　遇▶社保完備、交通費規定支給�

パート 薬剤師助手

準職員 介護職員
仕　事▶��病棟における看護補助業務　　
資　格▶��無資格でも可　
給　与▶��時給1,100円 

夜勤1勤務/22,000円 
資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶��当院規定による
勤　務▶�2交替制、早出・遅出有
休　日▶シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

準 介護職員　パ 薬剤師助手

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

時　間▶�①6:00〜9:00�②6:00〜13:00�
③9:00〜13:00�④9:00〜17:00�
⑤13:00〜17:00�⑥17:00〜21:45�
⑦18:00〜21:45�⑧19:00〜24:00�
⑨21:45〜翌6:00�⑩21:45〜翌3:00

給　与▶�時給870円�
［6:00～9:00］時給900円 
［22:00～翌5:00］時給1,088円

資　格▶�高校生・主婦・フリーター・Wワーク歓迎�
期　間▶�長期、1年以内、3ヶ月のお試し有�

働く期間をご相談ください。
勤　務▶�週2日〜�※応相談
待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶まずはお電話ください。面接時履歴書不要です。�

〒066-0039�千歳市富士4丁目18-8
千歳富士4丁目店

☎0123-27-4711担当/橋本

学生さん大歓迎!!
まずはまずは

お試し♪お試し♪
アルバイトデビューは
コンビニから！

時時
給給

深夜は…深夜は…

11,,088088円円!!!!

アパ 店内業務全般


