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千歳・恵庭エリア お仕事探し応援します!
2021.2.19毎週金曜日発行

70,000部/第754号
■雇用形態　正 正社員　契 契約社員　ア アルバイト　パ パート　準 準社員　派 派遣社員　委 委託　期 期間従業員

■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↓

コンビニで
働こう！

千歳市白樺2丁目1-4株式会社いのうえ
千歳白樺店千歳白樺店

☎28-2096［担当］
井上

まずは、お気軽に
お電話ください。

仕　事▶�清掃・品出し・接客・発注等の店内業務
時　間▶�①17:00〜21:00�

②21:00〜24:00�
③0:00〜8:00

資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶��時給870円 

※22〜24時/時給1,087円 
※24〜翌5時/時給1,150円

勤　務▶�週1日〜OK�
★たくさん働きたい等、応相談�
★土日祝働ける方歓迎

待　遇▶�制服貸与、車通勤可、深夜割増有、昇給
制度有、各社保完備、向陽台地区以外�
から通勤の方には交通費規定支給

ス タ ッ フ
WワークOK！未経験者大歓迎！
★週1日〜勤務OK♪
★夜間は高時給で稼げる!

募
集

アパ 店内業務全般

給　与▶時給920円
時　間▶�18:00〜22:00
勤　務▶週3日〜OK（シフト制）
休　日▶�日曜、祝日、他

株式会社道央環境センター株式会社道央環境センター
恵庭市本町27番地恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

待　遇▶�社保完備（勤務時間によ
る）、賞与年2回、制服貸与、
交通費規定支給、車通勤可、
有給休暇有

共
通
項
目

清掃/ラ･デュース恵み野

夜清掃/我汝会えにわ病院

パート

パート

給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00〜14:00の間で�

実働2.5〜5.5h
休　日▶シフト制　※勤務日要相談

パ 清掃

夜勤ケア 
スタッフ募集!!
長期

準社員・正社員への登用有!
★パート勤務も応相談 ★日勤との併用勤務も応相談

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。

仕　事▶�認知症高齢者（計9人)のグループホーム内
での生活支援・介護（主に就寝中の見守り及
び起床時の介護）

資　格▶�資格不問、介護業務経験者、長期勤務できる方
時　間▶�17:00〜翌9:30(休憩1.5h、実働15h）
給　与▶�1勤務19,700円〜　 

※内訳/基本1勤務13,500円〜（勤務成績 
　により増額有）＋夜勤手当5,000円/回 
　+処遇改善手当600円×2＝1,200円/回 
  ※処遇改善手当は試用期間3ヶ月後付与

勤　務▶�月8〜10日
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、介護資格取得支援制度有

契 ケアスタッフ

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】
車の部品の製造
時給1,150円〜

給　与▶時給1,150円〜
時　間▶�8:30〜17:30、20:30〜翌5:30�

※交替制
休　日▶週休2日

★黙々と取り組める�
★男性活躍中

【千歳市】
検査･データ入力
時給1,100円〜

給　与▶�時給1,100円〜
時　間▶�8:00〜16:30、20:00〜翌5:00�

（実働7.75h）�※交替制
休　日▶シフト制、週休2日

★�公共交通機関で�
通える

★2交替のお仕事

【千歳市】
中古車の清掃
時給1,000円〜

資　格▶要普通免許
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�9:00〜17:45（実働7.75h）
休　日▶�木･日曜�※長期休暇有

★長期安定！

【千歳市】
レンタカーの洗車
時給1,070円〜

資　格▶要普通免許
給　与▶時給1,070円〜
時　間▶�7:30〜22:00（実働8h）�※交替制
休　日▶シフト制、週休2日

★3月中旬スタート！

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!

【千歳市】
倉庫内リフト作業
時給1,250円〜

資　格▶要普通免許、フォークリフト免許�※実務経験必須
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�※長期休暇有

★�資格と経験を
生かして正社員
を目指せる

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!!

派 下記参照

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

みどり台北4･5丁目

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

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

募集地域　千歳向陽台方面　恵庭文京方面配達員配達員（班長さん）（班長さん）
「生活情報紙 ちゃんと」の配布員さんの自宅に荷物を届ける仕事です。
資　格▶�大きめの車をお持ちの方　
給　与▶月11,000円程度
時　間▶�毎週水曜日の2〜3h程度（担当軒数による）

水曜日水曜日
だけ!!だけ!!

週1日

委 ポスティングスタッフ

㈱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

◆食肉
給　与▶�［一般］時給877円　 

［学生］時給871円
時　間▶�17:00〜21:00

◆ベーカリー
給　与▶�［一般］時給874円 

［学生］時給871円
時　間▶�8:30〜13:00

◆デリカ ★勤務日数応相談
給　与▶�［一般］時給909円　 

［学生］時給871円
時　間▶�①8:00〜13:00�②13:00〜17:00

応募 ☎26-6660 [担当]店長

スタッフ増員募集!!

リニューアルオープン!!

ビッグハウス千歳店が

千歳市日の出1丁目1-66千歳店

2/
   25

（木）

千歳店千歳店に

Web応募
もOK

アパ 下記参照

◆セルフ給油の監視、施設維持管理
資　格▶�要普免、経験者優遇、�

危険物資格保持者（乙種第4類）
給　与▶�時給900円〜  

※22時以降深夜割増有
時　間▶�8:00〜23:00の間で3交替��

※シフト制
休　日▶月8日以上
待　遇▶�各社保完備（希望による）、�

交通費規定支給、制服貸与、車通勤可
勤務先▶�恵み野SS�

（恵庭市恵み野西3丁目1-5）

札幌市中央区北1条東3丁目3番地　札幌スクエアセンタービル1階
北海道エネルギー株式会社

SS給油監視スタッフSS給油監視スタッフ募集!!募集!!
男女ともに
活躍中♪

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

【受付/8〜20時】�担当/村上
☎36-7000恵み野SS

アパ 給油監視スタッフ


	11_q05

