
2021 年 3 月 5 日（金）ちゃんと 12

見学だけでもOK! !

給　与▶�①日給1万5,010円　②日給1万3,430円
仕　事▶�ご利用者の日常生活支援�

※千歳市桂木方面（直行直帰）
資　格▶�未経験者歓迎、無資格者も応募可能�

（1からできるまで親切に教えます。）、�
資格取得のための研修費用全額補助

時　間▶�①22:00〜翌7:30（実働6h、仮眠・待機・休憩3.5h)�
②9:30〜18:00(実働6h、待機・休憩2.5h)

勤　務▶�①②をシフト交代制（週20h以内）、応相談
休　日▶週3日以上、応相談�
待　遇▶�有給休暇法定通り付与、交通費全額支給、�

社保完備（勤務による）、マイカー通勤可（無料駐車場有）

千歳市みどり台北2丁目11-11

【受付/8〜20時】応募 ☎050-5897-7068
一般社団法人 HK ちとせ24

無資格
未経験者
歓迎!

1万5,0101万5,010円!円!  高収入高収入日
給❶
1万3,4301万3,430円!円!  厚待遇厚待遇日

給❷
緊急
募集

ア 日常生活支援

Qua ity & Discount

365恵庭店
恵庭市黄金南
6丁目10番地4

まずはお電話でお問い合わせください。
後日面接日をご相談させていただきます。 

担当/採用係☎39-5555

◆レジ《学生歓迎》
時　間▶�①16:00〜21:00�

②17:00〜22:00
給　与▶時給881～931円
勤　務▶�日数・休日応相談
待　遇▶�有給休暇、制服貸与、�

雇用保険、交通費規定支給

日数・休日応相談！
アパ レジ

清掃・配膳スタッフ募集!清掃・配膳スタッフ募集!
年齢・学歴・資格不問! 未経験者歓迎!

恵庭市恵み野南
1丁目1-6ケアステージ恵み野㈱

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-3646 担当/高橋

パ 清掃・配膳スタッフ

◆清掃・配膳スタッフ
仕　事▶�館内の清掃（特にトイレ清掃）、利用者のお世話

（簡単なスケジュール管理）、配膳、服薬確認他�
※身体介護はありません。

資　格▶�年齢・学歴・資格不問、着替えのお手伝いを確認す
る場合があるので、女性の方に限る。衛生意識の
高い方歓迎。

時　間▶9:00〜13:00、14:00〜18:00�※シフト制
給　与▶時給870円
勤　務▶�月10〜13日（週2日程度）
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料駐車場有）

北陽幼稚園(千歳市北陽8丁目2-8) 千歳市内および近郊

正社員も募集しておりますのでご相談ください。

★働きやすい好環境です♪ ★急な用事でも休みを取れるので､小さなお子様のいる方でも安心

清掃員募集!!清掃員募集!!

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号担当/高倉☎ 24-0800

電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

勤務先▶北陽幼稚園/千歳市北陽8丁目2-8
仕　事▶施設内の清掃
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円
時　間▶12:00〜16:00�※実働4h
勤　務▶月10日程度　�
休　日▶土日祝、シフト制
待　遇▶労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

勤務先▶千歳市内および近郊
仕　事▶部屋の清掃（新築・中古住宅、アパート等）
資　格▶元気な方、未経験者歓迎
給　与▶時給930円 ※試用期間2ヶ月/時給900円
時　間▶8:00〜12:00�※現場により延長有
勤　務▶�週2日以上　　　　�休　日▶日祝
待　遇▶�雇用保険（条件有）、労災保険、交通費規定支給、車通勤可

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

急募!!急募!!

パ 清掃

丁寧指導で未経験
の方も安心!!

千歳カントリークラブ2021年度

千歳カントリークラブ〒066-0005
千歳市協和814

http://www.chitosecc.jp/

レストラン［期間社員］
◆調理師
時　間▶7:00〜17:00の間で実働8h
給　与▶ 時給1,300～1,500円
休　日▶月4〜6日 スタッフ募集

千歳・安平・長沼から車通勤
JR千歳駅から車で30分程度、
安平町・長沼町から車で15分程度

期　間▶2021年4月1日〜11月30日
勤　務▶�シフト制
資　格▶�年齢不問、未経験者歓迎、経験者優遇、�

車通勤できる方
待　遇▶�各種社会保険完備、制服貸与、車通勤可

（交通費規定支給）

共
通
項
目

☎0123-21-2301
電話連絡の上、写真付履歴書をご用意ください。委細面談にて。

受付/月～木
　　 9時～15時

スタート［期間社員］
◆スタート業務
時　間▶�6:00〜18:00の間で実働8h
給　与▶�時給1,000円
休　日▶�月8〜9日

期 下記参照

　　【募集地域】 
千歳 向陽台方面

恵庭 文京方面

配達員配達員
「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

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市
北斗4丁目
13番20号

☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

（班長さん）（班長さん）

募集募集

委 配達員（班長）

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶�看護師資格
給　与▶�月給190,000円～＋各種手当 

★賞与年2回（6月・12月）  
★処遇改善手当Ⅰ 年1回支給

時　間▶�平日/8:15〜17:15　�
土曜/9:15〜18:15�
※上記の時間で週40h勤務のシフト制

休　日▶�4週6休（日祝他、隔週土曜）、年末年始�
※年間休日105日

待　遇▶交通費規定支給、各社保完備、退職金共済
訪問･見学訪問･見学
大歓迎！大歓迎！

☎☎2929--33113311

千歳市みどり台南2丁目12-6
【受付/9〜17時】

担当/小原 恵庭市桜町3丁目9-1

☎34-0708
【受付/9〜17時】

担当/小原

★臨時職員も同時募集 時給1,200円!!

看護師看護師
募募集集!!!!

正 看護師

LINEで質問・応募が
できるようになりました!

有限会社 イーワークス
人材派遣業 派01-300151 職業紹介 01-ユ-300083

恵庭市京町80番地�恵庭商工会議所ビル1F

お気軽に
お電話ください。

☎0123-33-5555
 info@eworks-jobnet.com

HPで求人情報をチェック!

派 下記参照

期　間▶即日〜長期�
資　格▶不問
給　与▶時給1,000円+交通費規定支給
時　間▶①9:00〜14:00　②10:45〜16:00
休　日▶�シフト制
待　遇▶雇用保険、労災保険完備

恵庭市 ピッキングスタッフ
★週4日からOK! ★当社スタッフ長期で多数活躍中!

期　間▶即日〜長期（2ヶ月更新制）�
資　格▶不問
給　与▶時給980円+交通費規定支給
時　間▶8:30〜17:00（実働7.5h）
休　日▶日曜、祝日、指定土曜他、大型連休有
待　遇▶厚生年金、健康・雇用・労災保険

恵庭市戸磯 目視検査スタッフ
★幅広い年齢層の方が活躍しています♪
★市内は送迎が利用可能!

期　間▶4月〜12月（季節雇用）�
資　格▶普通自動車免許があれば尚可
給　与▶日給10,000円
時　間▶7:00〜17:00（実働8h）
休　日▶日曜他、GW、お盆（他希望休相談可）
待　遇▶厚生年金、健康・雇用・労災保険

恵庭市 （紹介）芝生の生産・張替スタッフ
★入社日相談可能 ★珍しいお仕事で新鮮です!

お仕事お仕事
登録相談会登録相談会

3/10
9:00〜12:00（最終受付11：30）

恵庭市新町10番地

恵庭市民会館 2F
小会議室

開開
催催

下記日程以外も、
平日は随時、 

登録・相談受付中!

日
時

場
所

11 12水 木 金

◆花の栽培スタッフ◆トマトの栽培スタッフ

パパーート･アルバイト募集!!ト･アルバイト募集!!
栽培スタッフ  通年雇用栽培スタッフ  通年雇用

勇払郡安平町早来富岡210-20

仕　事▶�トマトの収穫・出荷準備・管理作業
期　間▶4月〜通年雇用
資　格▶�未経験者・経験者ともに歓迎、�

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）、�
土日祝日勤務可能の方

給　与▶��時給880円
時　間▶8:00〜17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、社員割引有

仕　事▶�鉢花の手入れ・出荷準備・管理作業
期　間▶4月〜通年雇用
資　格▶�未経験者・経験者ともに歓迎、�

車通勤できる方（公共交通機関が少ない為）、
土日祝日勤務可能の方

給　与▶�時給880円
時　間▶8:00〜17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶��月10日
待　遇▶��各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、社員割引有

【受付】平日
9:00〜17:30
担当/笠井、三木☎0145☎0145--2626--28002800

未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

通年雇用（4月～）通年雇用（4月～）

き
れ
い
な
花
に
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ま
れ
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アパ 下記参照

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

安心して乗務できるように全車内抗菌加工を施しております。

二種免許取得まで全面サポート!
免許取得の手配から仕事に慣れるまでお手伝いします!免許取得の手配から仕事に慣れるまでお手伝いします!

タクシーに乗ってタクシーに乗ってみませんか!みませんか!

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク ☎23-4145応募 ［担当］渡辺・

　　　松口

就職相談・質問など親身になってお答えします!65歳以上の方・年金受給者の方も歓迎いたします。
まずは一度お気軽にお電話ください。

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00〜14:30�②7:30〜17:00�

［夕・夜］①17:00〜翌2:30�②20:00〜翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制�※いずれも実働6.5h、休憩3h�
※昼勤、夜勤、隔日勤、短時間バイト（応相談）

勤　務▶�4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し

●賃金保障制度、仕事に慣れるまでの6ヶ月間は、どんなに売上が低くても、月25万円を支給。

取得後は、充実した10日間の教育時間があるので地理も安心です。不安なく乗務できます。
タクシードライバーは完全出来高制。売上が良ければそのままあなたの給与に。

●免許取得中は1日5,000円支給。

●入社支度金制度10〜30万円利用できます。

●しかも免許の取得費用は当社が持ちます。

（自動車学校の手配もこちらで行います。）

（ただし社内規定有）

給　与▶�歩合制�
例： 正社員/月182,962円（昼勤、25日出勤の場合） 

嘱託/月172,200円（昼勤、25日出勤の場合） 
短時間アルバイト/時給900円

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、�
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇

正嘱ア タクシー乗務員

お仕事で使
う

お仕事で使
う

アレアレってなってな〜〜んだんだ
？？

大特価大特価

ドリップ吸収シートドリップ吸収シート
魚や肉等から滲みでる血や水分を吸収するた
めのシート。
食品が変色してしまったり、食感が悪くなるな
ど、品質の低下を防ぐ役割を担っています。

サッカー台サッカー台
購入者がレジでの会計後
に荷物を詰める作業をす
る為の台。
スポーツのサッカーとは
関係がなく、英語で袋を意
味する｢Sack(サック)｣に
erをつけた｢Sacker(サッ
カー)｣が由来です。

サ
ッ
カ
ー
台
と
ド
リ
ッ
プ
吸
収
シ
ー
ト

文章を書く
ことが得意

フレキシブルな勤務形態です。
例）日曜AMのみ
取材で出勤

後日半日休み
他、調整可能です。

給　与▶�月200,000円以上  
※経験により優遇

資　格▶�Wordを問題なく使える方、�
土日祝日勤務可能な方、要普免

時　間▶�9:00〜18:00（休憩100分）��
※月曜は若干の残業があります。

休　日▶4週6休（シフト制）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

諸手当有、車通勤可、試用期間1ヶ月位有

編集・記者編集・記者
募集募集

☎0123-27-0911

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

写真付履歴書（手書き）・「過去の作品（コピー可）」 
または「お気に入りのお店の紹介文（ジャンル問わず）
800字以内」を下記住所に郵送してください。 
書類選考の上ご連絡致します。

応
募

写真が好き

「ちゃんと」の記事・コラムを作りませんか？
千歳・恵庭市内で開催される各種イベントや式典等を
取材（写真撮影・記事執筆）する記者業務、コラムの執
筆依頼や制作進行管理などの編集業務を行います。

男女男女ともにともに
活躍できます！活躍できます！

好奇心旺盛な方にピッタリ♪

正 編集・記者
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