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ウインナー 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↓

待　遇▶�各社保完備、制服貸
与、退職金有、交通費
実費支給（上限有）、
週払いOK（規定有）

 【千歳市】
中古車の清掃
時給1,000円〜

資　格▶�要普免
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶9:00～17:45（実働7.75h）
休　日▶�木・日曜　※大型連休あり

★未経験者歓迎

【千歳市】
接客・販売

時給1,100円〜

給　与▶�時給1,100円〜
時　間▶�9:30～18:30、10:00～19:30�

（実働8h）
休　日▶シフト制、週休2日

★販売経験が 
　生かせる

【千歳市】
調理スタッフ
時給1,000円〜

給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�木、金/5:00～15:00（実働8h）�

その他/6:00～16:00（実働4h）
休　日▶�シフト制　※勤務日数応相談

★勤務日数相談可

【千歳市】
倉庫内リフト作業
時給1,250円〜

給　与▶時給1,250円〜
時　間▶�8:00～17:00、9:00～18:00�

（実働8h）　※交替制
休　日▶�土・日曜、祝日　※大型連休あり

★年間休日多め

まずはお電話ください！
0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

《共通項目》�

あなたのお仕事さがしを
本気で応援します!

【恵庭市】
断熱材の製造補助
時給1,250円〜

給　与▶時給1,250円〜
時　間▶�8:00～17:15、16:00～翌1:15�

（実働8h）　※交替制
休　日▶シフト制、週休2日

★高時給！

派 下記参照
ホットスタッフ苫小牧は

 おかげさまで
1周年!!

これからもたくさんお仕事紹介します！

北海道を元気に!!

長都店への
Web応募

恵庭店他への
Web応募

［応募］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 ㈱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

給　与▶�［一般］時給881円 ［学生］時給871円
時　間▶�①8:00～13:00　②13:00～17:00�

③17:00～20:00
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▶7:30～12:00　　　�勤　務▶�週4日

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

応
募 ☎39-7777

給　与▶�［一般］時給887円
時　間▶�8:00～12:00

恵庭市恵み野西3丁目1
恵み野店 ☎36-2980応

募

長都店
千歳市勇舞8丁目1-1

給　与▶�［一般］時給881円
時　間▶�①7:00～12:00　②8:30～13:00

☎23-7667応
募

アパ デリカスタッフ

スタッフ募集
デリカ（惣菜）

◆介護職員（正職員）
仕　事▶�グループホーム入居者の生活援助�
資　格▶��未経験者歓迎（資格取得支援制度有）
給　与▶時給950〜985円＋各種手当
時　間▶��①7:30～16:30�②8:30～17:30�

③10:00～19:00�
④17:00～翌9:00（休憩90分）

休　日▶�4週8休（シフト制）�

まずはお気軽にまずはお気軽に
お電話ください。お電話ください。☎0123-40-7707☎0123-40-7707

朝日ベストライフ株式会社札幌市白石区
北郷1条3丁目1-55

認知症対応型共同生活介護

◆計画作成担当者兼介護職員（正職員）
仕　事▶計画作成業務および介護業務全般
資　格▶�介護支援専門員（ケアマネージャー）�

認知症高齢者の介護経験3年以上
給　与▶�月給188,000〜240,800円+各種手当 

※試用期間3ヶ月有/月給178,400円〜
時　間▶�下記①～④のシフト制�

①7:30～16:30�②8:30～17:30�
③10:00～19:30�
④17:00～翌9:00（休憩90分、月4～5回）

休　日▶4週8休（シフト制）�、夏季休暇
★パートも同時募集!! 週2日～勤務応相談

シフト応相談 処遇改善手当支給 退職金共済特定処遇改善加算手当支給

月収例 187,420円〜199,496円（夜勤5回の場合）＋各種手当月収例 206,000円〜268,800円（夜勤4回の場合）＋各種手当

スタッフ募集!!

見学してからの応募もOK！見学してからの応募もOK！施設見学受付中

2020年1月にオープンした新しい事業所です。
やさしさを持ってケアできる方をお待ちしています。

●ブランクのある方も、子育て中の方も歓迎♪
●未経験者から経験豊富な方まで幅広く採用中！

《共通項目》

［担当］
堀江

待　遇▶����各社保完備、昇給有・賞与年2回有（勤続2年目以降）、交通費規定支給、車通勤可、会社保養所有、資格手当
勤務先▶�グループホームあさひの家千歳（千歳市北陽5丁目4-8）

ウェブサイトリニューアルしました！
https://asahibestlife.jp

正 計画作成担当者兼介護職員、介護職員

《北海道異業種チャレンジ奨励金》対象企業です。 
★対象の方に道より奨励金30万円支給

冬期間冬期間
長期長期
休暇休暇有有

まずはお電話ください。 ジェラテリア ミルティーロ
☎0123-23-5323 千歳市長都2 ※JR長都駅から約3km【採用担当者】

受付/10～18時

大入手当有

仕　事▶��接客、ジェラートの提供(盛り付け）、�
店内清掃、店舗管理。物産展や催事の為、�
出張もあります。

時　間▶�9:45～18:45（昼休憩1h）
休　日▶�4～9月/月6日、2・3・10・11月/月7日、�

12・1月/月10日�
★冬期間長期休暇有�
★半年以上勤務で有給休暇有

「ジェラテリア・ミルティーロ」の魅力をお伝えしていく仕事です。「ジェラテリア・ミルティーロ」の魅力をお伝えしていく仕事です。

正社員正社員 ★出張手当有 北海道物産展等出張時

1,500〜3,000円/日 
※出張先による

新型コロナウイルス予防対策も万全！
安心して働けます♪

給　与▶�月給160,000円 
（販売手当1万円含む） 
夏季繁忙期手当/10,000円（4月〜９月） 
※試用期間１〜3ヶ月 
　(研修有、時給861円） 
　（勤務状況を見て短縮可能）

待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、�
制服貸与、昇給有

◆ホールスタッフ/正社員

募募
集集

★★有給休暇取得率100%有給休暇取得率100%!!!!
休みを取りやすい環境を整えています！休みを取りやすい環境を整えています！

正 店舗スタッフ

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）

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

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！

★�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！

配布員配布員
募集募集

千歳市
みどり台南2丁目

富丘4丁目

稲穂4丁目

豊里2丁目

弥生3丁目（左）

弥生3丁目（右）

寿1丁目

旭ヶ丘2・3丁目

自由ヶ丘1丁目

北斗1丁目

北斗2丁目

信濃3丁目（右）

信濃４丁目（右）

新富1丁目（上）

若草2丁目

若草3丁目

文京3丁目

文京4丁目

恵庭市

島松本町2丁目

島松本町3丁目（右）

島松東町2丁目

恵み野東5丁目

恵み野西4丁目

恵み野西6丁目（左下）

中島町4丁目（左）

中島町6丁目（左）

柏陽町1丁目

柏陽町3丁目（下）

有明町3丁目

有明町5･6丁目

美咲野3･4丁目

美咲野5･6丁目

福住町2丁目

緑町2丁目

泉町

駒場町5･6丁目

年齢
不問

短期
OK

委 ポスティングスタッフ
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