
2021 年 3 月 12 日（金） ちゃんと9

千歳市千代田町5丁目5-1 TEL.0123-24-2535
恵庭市緑町2丁目3-10 TEL.0123-39-5005

【千歳店】
【恵庭店】

お仕事探し応援します!

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　臨 臨時職員

■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↓

【受付/9〜17時】 担当/中島
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

080-1872-0741
〒061-1362 
恵庭市中島松29中島ファーム

男女共　募集!!に
仕　事▶ 農作物の種まき、管理、収穫等
資　格▶ 未経験者歓迎、車通勤可能な方
給　与▶ 時給880円 ※試用期間有
時　間▶ 9:00〜15:00（変動の場合有） 

※午前のみでも対応可
休　日▶  土曜日、他応相談
勤　務▶  週4〜6日
期　間▶4月上旬〜10月末まで
待　遇▶  労災保険、交通費補助支給、車通勤可、簡易水洗トイレ有

パ 農作業スタッフ

求人希望の方は、まずはお電話ください。

道 内 便 大 型道 内 便 大 型
ド ラ イ バ ー 募 集ド ラ イ バ ー 募 集

☎0123-32-1111
テーオー運輸株式会社

担当/世永（よなが）

仕　事▶ 近郊でのルート配送。 
積み降ろしはカゴやパレットを使用します。

資　格▶要大型免許
時　間▶ 7:00〜20:00の間  

※当社運行規程による
休　日▶当社規定による（月平均４〜６日）
給　与▶月収280,000円（各種手当含む）
待　遇▶各社保完備、各種手当、有給休暇、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目74-1 〒061-1433

正 道内便大型ドライバー

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応 募

◆ちとせモール
時　間▶ 8:00〜11:30
勤　務▶ 週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶ 労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

ショッピングモールのショッピングモールの

清掃スタッフ清掃スタッフ

未経験者歓迎！！

60歳以上の
方も大歓迎！

（池内）
☎0144-33-6323
　080-1970-2531

パ 清掃

080-6097-9805
【受付/10～17時】
担当/三上

電話の上、写真付履歴書をお持ちください。

千歳市根志越2496-1
株式会社ミルキーベル
スイーツ・ソフト＆カフェ

アパ 下記参照

期　間▶即日〜10月末まで
仕　事▶スイーツ作り、接客など店内業務
給　与▶ 時給900円 
資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ 9:00〜18:00の間で6〜8h　※応相談
勤　務▶ 土日を含む週2〜5日で応相談
勤務先▶  ミルキーベル本店、千歳道の駅内店舗
待　遇▶ 車通勤可、交通費規定支給、制服貸与

土日、祝日働ける土日、祝日働ける
スタッフ歓迎!!スタッフ歓迎!!

扶養内扶養内
勤務可勤務可

� 電話連絡の上、写真付き履歴書をご郵送ください。

〒066-0004 千歳市泉郷403番地9
社会福祉法人千歳いずみ学園 

担当/越中（えっちゅう）

仕　事▶ 知的障がい者支援施設での入所者への 
日常生活に対する支援をするお仕事です。

資　格▶ 資格・経験不問
給　与▶ 新卒/月196,100〜207,500円 

　　 （処遇改善手当含む） 
既卒者は経験・年齢等考慮のうえ規程により決定 
賞与有 ※規程による（昨年実績年2回4.0ヶ月）

時　間▶ ①8:30〜17:30（シフトにより前後） 
②16:00〜翌9:00（夜勤）

休　日▶ シフト制 ※年間休日106日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、住宅・寒冷地・資

格他各種手当、有給休暇、資格取得助成制度有
勤務先▶ 障がい者支援施設いずみ 

（千歳市泉郷403番地9）

☎29-2023

生活支援生活支援員員
募集募集

社会人 新卒者
正 生活支援員

恵庭市恵南17番地5 

担当/高橋

まずはお気軽にお電話ください。
面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎33-9371

仕　事▶家電製品等の仕分け
給　与▶時給930円
時　間▶ ①8:45〜12:00(実働3.25h) 

②8:45〜15:45(実働6h) 
③8:00〜19:45(実働7.75h) 
※シフト制 ※応相談

休　日▶ 日曜日、他（会社カレンダーによる） 
※シフト制

待　遇▶ 各社保完備（時間による）、車通勤可、 
交通費規定支給、制服貸与、有給休暇

TLロジサービス 株式会社

倉庫内作業倉庫内作業
スタッフ募集!!スタッフ募集!!

時間・日数 調整可能!!

パ 倉庫内作業

長都店への
Web応募

島松店への
Web応募

給　与▶ ［一般］時給881円
時　間▶ ①9:00〜13:00 ②13:00〜17:00  

③17:00〜21:00 
※9:00〜17:00の通しも可

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882円 ［学生］時給871円
時　間▶ ①9:00〜17：00  

②17：00〜21:00の内、4時間程度 ※応相談

長都店
千歳市勇舞8丁目1-1

☎23-7667応
募

㈱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
 希望の店舗に電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。[担当]店長

★�他の部門も募集中！希望する店舗にお気軽にお問い合わせください。

レジレジスタッフスタッフ
募集!!募集!!

アパ 下記参照

勤務先▶安平町
仕　事▶ スクールバス運転手
資　格▶ 大型1種免許（2種なお可）
給　与▶月16万円（研修時は時給980円）
時　間▶ 6:30〜19:00(8h) ※残業有
期　間▶採用決定後〜
休　日▶ 土・日曜、祝日、年末年始、夏休み、 

冬休み（休校日）
待　遇▶ 雇用・労災保険、厚生年金、健康保険、 

車通勤の交通費規定支給

急募!!

北海道東急ビルマネジメント(株)

〒066-0027 千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7 1F

【平日/9〜18時】

千歳・苫小牧営業所

☎0123-22-1090
電話連絡の上、後日面接を行います。

子供たちを送り迎えする、子供たちを送り迎えする、
運転手さんを募集しています。運転手さんを募集しています。

契 スクールバス運転手

仕　事▶ 倉庫内でのフォークリフト作業
資　格▶ 深夜勤務があるため18歳以上、

高卒以上、フォークリフト免許 
※フォークリフト経験あれば尚可

給　与▶月172,200〜195,300円+各種手当有
時　間▶ 8:00〜16:30、20:30〜翌5:00
休　日▶ シフト制、会社カレンダーによる  

※年間休日112日
待　遇▶ 各社保完備、昇給有（年1回）、賞与有（年2回）、 

交通費支給、車通勤可、制服貸与、時間外勤務手
当、深夜勤務手当、交替制勤務手当、次世代育成
手当（条件有）

フォークリフト作業員募集!正社員登用制度有フォークリフト作業員募集!正社員登用制度有

〒066-0075 千歳市北信濃857

写真付履歴書を送付してください。 http://www.toyo-mebius.com

☎24-2030

契 フォークリフト作業員

東洋製罐グループ企業で働きませんか?東洋製罐グループ企業で働きませんか?

勇払郡安平町早来源武275

行こう！ いいホース

0120-0120-15-114315-1143
応 募

面接日は相談の上決定します。
まずはご連絡ください！

仕　事▶ 受付や応対、お茶出し業務、 
その他事務作業（データ入
力、郵送物の受け取り･送
付、お礼状の送付等）。

資　格▶ 未経験者歓迎 
PC入力ができる方

給　与▶ 時給1,000円
時　間▶ 9:00 or 9:30〜 

15:30 or 16:00 
（休憩1h）

休　日▶ 土日祝
待　遇▶ 社会保険完備、交通費規定

支給、残業手当（1分単位）、
通勤手当、昇給有、賞与有

（年2回）、有給休暇、試用期
間3ヶ月有、社員旅行・新年
会・打ち上げなどの各種イ
ベント有

勤務先▶ ノーザンファーム早来 
（安平町早来源武275）

受付･庶務受付･庶務
パートパートさんさん募集募集

20～30代の女性活躍中!!

明るく元気で、
物事に真剣に取り組む、

やる気のある方を歓迎します！

1,0001,000円円時時
給給

未経験
でも

パ 受付・庶務スタッフ

昇給･賞与あり!!

期　間▶4月〜長期
時　間▶  8:00〜17:00（実働7.5h）
休　日▶日曜、年末年始、夏期休暇 
待　遇▶ 各社保完備、交通費全額支給、車通勤可、 

送迎有、食事補助有、週払い可、有給休暇、 
契約社員は頑張り次第で正社員登用有

勤務先▶道内一円

恵庭市福住町1丁目19-8
まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

090-5953-7000 H&R受付/10:00〜21:00
担当/佐藤

太陽光発電設備の設置に関わるお仕事です♪ 
（測量、基礎杭打ち、配管、埋設、架台組立、 

パネル貼付け、フェンス施工）

【契約社員】

正社員
登用有

4月からの

長期

正社員&契約社員募
集

経験者優遇!! 未経験者歓迎!!

◆契約社員
給　与▶ 日給10,000円 

※車両系建設機械免許保持者優遇
資　格▶未経験者歓迎 

◆正社員
給　与▶ 日給12,000円 

※車両系建設機械免許保持者優遇
資　格▶経験者優遇 

成長に合わせて昇給有

頑張り次第で正社員登用有

正契 建設業

電話もしくはメールで 
ご応募ください。

仕　事▶接客、レジ、品出し等の店内業務全般 
資　格▶ 未経験者歓迎、学生可
給　与▶ 高校生/時給870円 

一般/時給880円〜 
※試用期間100h/時給870円

時　間▶  ①8:00〜13:00(実働5h) 
②12:00〜17:00(実働5h) 
③17:00〜21:00(実働4h) 
※時間応相談

休　日▶ シフト制  ※年中無休
勤　務▶ 週3日〜
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶ シャトレーゼ千歳東郊店 

（千歳市東郊2丁目7）

千歳市東郊
2丁目7

☎011-773-2686

シャトレーゼ千歳東郊店

㈱札幌シャトレーゼ
総務/渡辺

千歳市東郊1丁目5-9
東郊町内会館

3/ 10:00〜19:0018 19木 金

面接会を実施いたします
★写真付き履歴書を持参ください。

日　時

会　場

シャトレーゼシャトレーゼ
千歳東郊店千歳東郊店
スタッフ募スタッフ募集集!!!!

明るく元気に盛り上げてくれる明るく元気に盛り上げてくれる新しい仲間新しい仲間を募集します!!を募集します!!

学生さん
大歓迎!

時間帯時間帯
応相談！応相談！
フルタイム大歓迎!!フルタイム大歓迎!!

sapporo@chateraise.co.jp

アパ 店内業務
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