
2021年2月19日（金） ちゃんと9

売店スタッフ売店スタッフ募集♪募集♪

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

仕　事▶�自衛隊内にある売店での品出し・レジ・�
清掃等の店内業務全般。

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給886円〜
時　間▶�平日/8:30～20:00の間で4～5h�

土日祝/10:00～15:00
勤　務▶週4～5日
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤

可（無料駐車場有）、制服（エプロン）貸与、
有給休暇、試用期間3ヶ月有

勤務先▶�東千歳駐屯地�東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り
十里

未経験者未経験者
歓迎歓迎

パ 店内業務全般

千歳市朝日町2丁目1-2
ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース

当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

資　格▶自力通勤可能な方
給　与▶�時給950円+交通費規定支給�

※22時以降深夜割増有
時　間▶�15:30～翌0:15(実働8h)
休　日▶�土日
期　間▶即日～長期

他にもお仕事イロイロ!他にもお仕事イロイロ!

【千歳市】プラスチック製品の製造 時給950円

24時間
受付OK! 0120-172-6420120-172-642
★ご自宅近くまで出張登録可能!
※新型コロナウイルス感染予防対策を徹底しております。

派 プラスチック製品の製造

事前の事前の
見学可能!見学可能!

あなたにピッタリのお仕事見つかります!あなたにピッタリのお仕事見つかります!

資　格▶�専門学校卒以上�
今春卒業予定の方、ブランクがある方も大歓迎

給　与▶�月給200,000円〜�
※暖房手当等別途支給

時　間▶�月・火・水/9:30～20:30�※実働9h�
金/9:30～18:30�
土/9:30～13:00�
日/9:30～17:00

休　日▶�週2日午前、木曜、第2・4土曜、祝日、�
GW、お盆、年末年始

待　遇▶�社保完備、昇給年1回、賞与年2回、交通費全額
支給、制服貸与、車通勤可、試用期間3ヶ月有

〒061-1376�恵庭市恵み野里美2丁目15

☎0123-29-4618
電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

http://www.megumino-fdc.com

新卒の方の応募も歓迎です！
勤務開始日ご相談ください♪

歯科衛生士
正社員募集

正 歯科衛生士

仕　事▶�ゴルフコースの芝刈り、メンテナンス等
資　格▶経験・年齢・学歴不問、要普通免許
給　与▶日給7,400〜7,500円
時　間▶�由仁コース/5:30～14:30、6:00～14:30、5:30～8:00�

　　　　　�※シフト制�※休憩1.5h�
輪厚コース/5:30～15:00�※休憩2h

勤　務▶週5～6日�※シフト制
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車場有、作業服貸与
勤務先▶�札幌ゴルフ倶楽部�由仁コース、札幌ゴルフ倶楽部�輪厚コース

時　間▶5:30～12:00の間で2～3h
給　与▶時給900円
勤　務▶週1～4日

清掃（パート）
同時募集 ★委細面談

由仁コース
　夕張郡由仁町光栄588番地
輪厚コース�北広島市輪厚77

札幌ゴルフ
倶楽部 

090-7640-8639
080-1973-7346

由
仁
輪
厚

まずは希望の勤務先へお電話ください。

【担当】
村口

【担当】
菊地

　 コース管理
スタッフ募集!!

年齢･学歴 不問!! 不問!! 
未経験者でもOKです♪未経験者でもOKです♪

期 コース管理　パ 清掃

正社員3職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

休　日▶�シフト制　
待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有共通項目

〈正社員〉

4tトラック
乗務員

仕　事▶�4トントラックでの配送業務
時　間▶�7:00～16:00�

※早出、時間外勤務有
勤　務▶�週5～6日
給　与▶�月給22〜27万円（時間外含む）
資　格▶�中型免許

仕　事▶�タクシーの配車係および事務
時　間▶�7:30～19:00（実働8h）�

※時間外勤務有
勤　務▶�週5日程度
給　与▶�月給16万円〜（時間外含む）

配車係
および
事務補助

〈正社員〉

時　間▶�日勤/8:00～17:00（実働8h）��
　　�※時間外勤務有�
隔日勤務/8:00～24:00�
　　　　�※早出・時間外勤務有�
※�日勤・隔日勤務のシフト制

給　与▶�月給15万円〜�
※売上により歩合給追加支給

資　格▶�普通二種以上�

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

正 下記参照

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

スタッフ募集
デリカ（惣菜）

アパ デリカスタッフ

★�資格試験の支援制度有
電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

仕　事▶�一般住宅の給排水・衛生・給湯工事及び水道�
本管工事での現場作業、現場代理人候補

資　格▶要普通免許、未経験者歓迎
給　与▶�月給20〜30万円�※経験者はこれ以上も可
時　間▶8:00～17:00
休　日▶日祝、他、夏季・年末年始
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

昇給・賞与、試用期間3ヶ月

恵庭市漁町107番地 ☎0123-34-1131
坂口水道設備株式会社

担当/坂口（順）

正社員正社員募集!!募集!! 新卒者新卒者も歓迎
異業種からの転職者異業種からの転職者も歓迎

◎�4〜12月の�◎�4〜12月の�
季節雇用も可能です。�季節雇用も可能です。�
お問い合わせください。お問い合わせください。

スキルに応じて給与UP! 
まずはお話ししましょう!

4月からの勤務スタート

正 現場作業員、現場代理人

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

☎0123-32-5441
恵庭市和光町
5丁目6-1株式会社 恵庭緑化

未経験者未経験者

仕　事▶芝生の維持管理、張芝工事
期　間▶�4～12月
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶�日給10,000円〜
時　間▶�7:00～17:00（実働8h）
休　日▶�日曜日
待　遇▶�各社保完備（勤務による）、賞与年2回、

車通勤可
勤務先▶�恵庭市

歓迎!!歓迎!!
★�親切･丁寧指導
★賞与年2回

私
達
と
一
緒
に
働
き
ま
せ
ん
か
？

私
達
と
一
緒
に
働
き
ま
せ
ん
か
？

期 作業員

札幌市中央区南7条西10丁目1029
株式会社ベルックス 警備事業本部

担当/羽田野・大谷

電話連絡の上、写真付履歴書をご持参ください。

☎011-531-4411

仕　事▶�千歳ステーションプラザの商業施設での警備・
受付業務、出入管理、巡回業務等。屋内の勤務が
ほとんどです。

資　格▶�未経験者歓迎、マイカー通勤出来る方
時　間▶�①6:30～15:15(実働7.75h)�

②14:45～23:30(実働7.75h)�
③17:30～23:30(実働5h)�
※①～③の交替シフト勤務

給　与▶�時給874〜950円�※深夜手当有
休　日▶�シフト制
勤　務▶�月10～13日程度　※日数応相談
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費支給、制服貸与�

パ 商業施設警備

施設施設
警備員警備員募集募集

未経験者 未経験者 
歓迎!!歓迎!!

商業施設警備/千歳市千代田町（千歳駅前）

どちらもどちらも

OK！OK！
扶養内、Wワーク、学生さん…扶養内、Wワーク、学生さん…
いろんな方が活躍中です!いろんな方が活躍中です!
≪期間は応相談≫≪期間は応相談≫
あなたのご希望をあなたのご希望を
お聞かせください♪お聞かせください♪

短期 通年

まずはお電話ください。

■医療・福祉施設向けクリーニング業

千歳市泉沢1007-207
㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

☎0123-28-3771☎0123-28-3771

◆クリーニング品の仕分け・仕上げスタッフ
　機械や手で仕上げるカンタン作業♪
時　間▶�原則8:00～17:00の間で実働6～8h�

※応相談�（例/9:00～16:00、10:00～17:00等）
勤　務▶�週2～5日で応相談（土日完全休）
給　与▶時給861円〜
待　遇▶�送迎有(千歳市内のルートのみ）、社保完備、�

車通勤OK、交通費規定支給、昇給有、社員登用
有、試用期間有（長期希望の方）

アパ クリーニング品の仕分け・仕上げ

仕　事▶�アパート等の入退去の立会いや、家賃管理、入居者案
内、データ入力、アパートの手入れ等の管理業務の補助

資　格▶�要普通免許、パソコン操作(入力程度)可能な方、年齢・学
歴不問、水道周りの水漏れ修理等の経験がある方歓迎

給　与▶�時給950円
時　間▶�9:00～18:00　※応相談
勤　務▶�週2日～　※仕事が少ないときはお休みOK�

★ご自身で出勤日を調節できます。
待　遇▶車通勤可、社有車有
勤務先▶千歳市・恵庭市他

恵庭市
漁町102-1

■建物サービス業、清掃業、リフォーム業

採用係お気軽にお問合せ下さい！ ☎35-5555

ア 管理業務補助

定年退職後の方の応募も歓迎
管理業務補助管理業務補助募集!!募集!!

派 電子部品の製造・製造補助

［正職員･パート］保育士
資　格▶��［正］保育士�

［パ］保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶��［正］月給146,700円〜�

[パ](保育士免許あり）時給1,000円�
　　（資格なし）時給950円

時　間▶�［正］①8:00～16:30�②10:30～19:00�
［パ］8:00～19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶�［正］週休2日制（年間休日120日以上）�※シフト制�
　　※日曜、祝日、年末年始（12/30～翌1/2)はお休みです。�
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業企業主導型保育事業

職 員 募 集

待　遇▶�各種社会保険完備（勤務時間による）、交通
費規定支給、制服貸与、車通勤可、さぽーと
さっぽろ加入、昇給年1回、賞与年2回

共
通
項
目

［正職員・パート］入所介護職員
資　格▶�介護福祉士または介護職員初任者研修・実務者研修修了
給　与▶�［正］月給146,700円〜�※別途夜勤手当支給�

　　★処遇改善手当�年3回支給�
［パ］時給950〜1,000円

時　間▶�［正］①��7:00～15:30�②��9:00～17:30�
　　③11:00～19:30�④17:00～翌9:30�
［パ］7:00～19:30の間で応相談

休　日▶�［正］シフト制（年間休日120日以上）�
［パ］勤務日数応相談

［正職員］介護職員
資　格▶�介護福祉士
給　与▶�月給146,700円〜�★別途処遇改善手当/年3回支給
時　間▶8:45～17:15
休　日▶�週休2日制（年間休日120日以上）�※シフト制�

※日曜、年末年始（12/30～翌1/3)はお休みです。
［パート］送迎運転手
資　格▶�要普通免許（AT限定可）、ハイエースを運転できる方
給　与▶�時給950円
時　間▶�①8:00～10:00�②15:30～17:30（応相談）

クリアコート千歳クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 介護老人保健施設 

デイサービス陽だまりデイサービス陽だまり
千歳市桂木1丁目5-7千歳市桂木1丁目5-7

認知症対応型デイサービス認知症対応型デイサービス

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

《採用担当》
（クリアコート･陽だまり）澁谷
（保育園）小向

☎27-3232☎27-3232

電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
《受付/平日（月〜金）9:00〜17:00》

正パ 下記参照

千歳中央通店
千歳市富士3丁目6-12

応募

資　格▶�年齢不問
給　与▶�一般/時給900円〜�

※22時以降/時給1,125円〜�
高校生/時給870円

時　間▶�10:00～24:00の間で2h～
勤　務▶週2～6日�※応相談
待　遇▶�随時昇給有、交通費規定支給、�

制服貸与、食事補助有、車通勤可

ア 接客・調理

☎0123-26-5650

ランチタイムランチタイム
勤務急募!勤務急募!

土日祝は時給+30円土日祝は時給+30円

土日のみの勤務OK! 土日のみの勤務OK! 
WワークもOK!WワークもOK!
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