
2021 年 3 月 19 日（金）ちゃんと 12

株式
会社

清掃スタッフ募集!!清掃スタッフ募集!!
未経験者もシニアも歓迎♪
◆日常清掃スタッフ
給　与▶�時給880円
時　間▶��①7:00～16:00（実働7h/休憩2h）�

②7:00～10:00（実働3h）�
③7:00～10:30（実働3.5h）�
※①～③シフト制

勤　務▶�週3～6日　※希望日数応相談�
★日曜日はお休みです。

待　遇▶�労災保険、雇用・社保完備（法定通り）、�
交通費規定支給、制服貸与

勤務先▶千歳市東雲町1丁目11番
まずはお電話ください。面接は千歳で行います。

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

平日9～18時
担当/西田☎011-271-5038応募

北光管理サービス

パ 日常清掃スタッフ

880円
時給

パ 調理補助

賞与年2回有 各種手当有

利用者様と向き合ったお仕事をしています。

介護職員等特定処遇改善加算手当
60,000円（偶数月支給）

�介護福祉士の有資格者で介護職員として
勤続10年以上の方対象で、更に

仕　事▶�入居者の介護、生活介助、生活部門の清掃・整理等
資　格▶�介護福祉士（実務経験5年以上）
時　間▶�①7:00～16:00�②8:00～17:00�③9:30～18:30�

④10:00～19:00�※①～④は休憩1h�
⑤17:30～翌9:30（休憩2h）

給　与▶�月165,000～238,500円+夜勤手当 
※資格手当・処遇改善手当込 ※年齢・経験に応じ支給

休　日▶�週休2日制�※年間休日120日
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回（3.4ヶ月分）、扶養手当、住宅手

当（規程による）、寒冷地手当（11月～3月）、有給休暇、
交通費規程支給、車通勤可（駐車場無料）、昇給年1回

勤務先▶�暢寿園（千歳市富丘2丁目7-5)�
 お気軽に下記までお問い合わせください。

社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目
2番1号

☎0123-49-6805☎0123-49-6805
採用担当/中尾�（受付/9:30～17:30）

［正職員］介護職員

特別養護老人ホーム 
やまとの里 準介護員も募集中!

男女男女問わず問わず
幅広い年齢層幅広い年齢層がが
活躍中!!活躍中!!

正 介護職員

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

☎39-7777

［応募］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 ㈱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

◆品出し
給　与▶�［一般･学生］時給871円
時　間▶�17:00～21:00�
◆レジ
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

給　与▶�［一般］時給874円
時　間▶�8:00～12:30

◆青果

給　与▶�［一般］時給920円
時　間▶①8:30～13:00�②13:00～17:00

◆水産

給　与▶�［一般］時給920円
時　間▶①8:30～13:00�②12:00～17:00

◆食肉

★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。

恵庭市本町210
恵庭店

応募

応募

☎33-1122
Web応募
はコチラ

Web応募
はコチラ

スタッフ募集!!スタッフ募集!!
アパ 下記参照

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

皆勤賞あり！1ヶ月休まず
がんばろう！

短期OK年齢不問

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）

★ 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！

配布員募集

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

島松本町2丁目

恵み野東5丁目

恵み野西6丁目左下側

恵み野里美2丁目

中島町4丁目左側

緑町1丁目

美咲野3･4丁目

美咲野5･6丁目

駒場町5･6丁目

北陽7丁目

豊里2丁目

北斗1丁目

春日町2丁目

大和1丁目

真々地1丁目

若草2丁目

若草3丁目

白樺5丁目

恵庭市千歳市
委 ポスティングスタッフ

応募

仕　事▶�たまごの検品・出荷のお仕事�
ひび割れや汚れの確認です。

時　間▶�8:30～17:20（休憩70分）�★残業月10h程度
勤　務▶週5日�※お休み希望OK
給　与▶�時給1,000円+交通費別途支給（規定あり） 

★給与週払いOK！ 
待　遇▶�社保完備（規定あり）、制服貸与、無料駐車場完備、

無料送迎バス有 ★職場見学出来ます
勤務先▶千歳市駒里（JR千歳駅より車で10分）

札幌市中央区北2条西2丁目4�マルホビル3階

★履歴書不要！　お気軽にお問合せください！

派04-300244

0120-126-875
東洋ネクスト株式会社 札幌オフィス

送迎あり！送迎あり！
★20〜40代男女活躍中!

他にも、千歳市近郊のお仕事あります。

時給1,000円時給1,000円
派 下記参照

勤務先▶千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶浴場、脱衣所等の清掃及びボイラーの簡単な操作
資　格▶車通勤可、未経験者歓迎
時　間▶�5:30～9:00��

※実働3.5h（時々0.5hの早出有）
給　与▶時給900円
勤　務▶週3日～（シフト制）�※年中無休
待　遇▶労災保険、交通規定支給

清掃員清掃員
募集!!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☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

60代の方60代の方
活躍中!活躍中!

パ 清掃

車の知識が車の知識が
なくても大丈夫!なくても大丈夫!

お仕事しながら お仕事しながら 
覚えられますよ♪覚えられますよ♪

㈱ホシボデー みどり台店

☎0123-23-1300
まずはお電話ください。

㈱ホシボデー みどり台店 千歳市みどり台北1丁目3-10

仕　事▶�来客対応、商品説明、�
簡単な車内清掃・車の移動等

資　格▶�未経験者歓迎、要普免
給　与▶ 時給900円
時　間▶�10:00～18:00の間で応相談�

※フルタイム、短時間OK
勤　務▶土日含む週5日　※応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、

制服貸与、車通勤可
★正社員も募集中

受付 

スタッフ募集!!
女性が元気に女性が元気に

活躍中!活躍中!
未経験者 未経験者 

歓迎!歓迎!

パ 受付・接客

■ビルメンテナンス��廃棄物収集
　運搬処理�ハウスクリーニング ㈱クリーン開発 〒066-0019

千歳市流通1丁目4番7号

Web応募も出来ます!

☎0123-24-7787 担当/金子

清掃スタッフ（フルパート）受付及び設備管理業務
フルタイム/嘱託 日本食品分析センター(千歳市文京)
時　間▶�7:00～15:10、15:00～23:10、23:00～翌7:10　※交替制
給　与▶月額152,000円～+深夜手当
勤　務▶4勤1～2休

緑地管理スタッフ
パート キリンビール北海道千歳工場(千歳市上長都)

期　間▶5/1～10/31
時　間▶�8:00～17:00
給　与▶時給900円～　★職務手当3,000円/月
休　日▶週休2日程度
待　遇▶�雇保、交通費規定支給、制服貸与

収集ドライバー
フルタイム/嘱託 本社(千歳市流通)
時　間▶�8:30～17:30　※作業等により7:30～16:30の場合有
給　与▶月額172,000円～
休　日▶週休2日

パート 千歳市民ギャラリー(千歳市千代田町)
時　間▶�8:00～12:00(実働4h)
休　日▶月曜（祝日の場合翌日）、毎月最終金曜、年末年始

パート 公立千歳科学技術大学(千歳市美々)
時　間▶8:00～11:30(実働3.5h)
休　日▶土日祝（学校カレンダーによる）

パート 恵庭市消防署南出張所(恵庭市和光町)
時　間▶8:15～9:15(実働1h)�
勤　務▶月・水・金

パート 恵庭市消防署島松出張所(恵庭市南島松)
時　間▶8:30～9:30(実働1h)�
勤　務▶火・木・土

清掃スタッフ（パート）　★WワークOK!

清掃スタッフ（パート）

時　間▶��①8:00～12:00(実働4h)���
②13:00～17:00(実働4h)�
③18:00～22:00(実働4h)�※固定シフト　

勤　務▶3勤1～2休　

新千歳空港(千歳市美々)

千歳市内 
送迎有

パート

パート共通項目 給　与▶時給900円～
待　遇▶�雇保、交通費規定支給、制服貸与

嘱託共通項目 待　遇▶�雇保、社保、交通費規定支給、制服貸与、家族手
当10,000円/人、賞与年2回、燃料手当年2回

スタッフ追加募集!
勤務開始日応相談!
安定して、長く働きたい方大歓迎!

パート 千歳市泉沢
仕　事▶工場で使用しているプラスチックケースの拭取り等�
時　間▶�9:00～12:00(実働3h)、13:00～16:00(実働3h)�

9:00～16:00(実働6h)　※月100時間程度　※交替制
休　日▶土日、GW、夏季、年末年始

フルパート 新千歳空港(千歳市美々)
時　間▶�①7:00～16:00（実働8h）�

②8:00～17:00(実働8h)　�
③13:00～22:00（実働8h）�
④22:00～翌6:00(実働7h)　※固定シフト

給　与▶�時給900円～ 
※22:00～翌5:00/時給1,125円～

勤　務▶�3勤1～2休　★④は月15日程度勤務可能（応相談）
待　遇▶�雇保、社保、交通費規定支給、制服貸与

千歳市内 
送迎有

嘱パ 下記参照

給　与▶時給900円～
待　遇▶交通費規定支給、制服貸与パート共通項目

収集補助スタッフ

パート

本社(千歳市流通)
時　間▶�8:30～12:00、8:30～15:30　※交替制
給　与▶時給1,000円～
休　日▶土日
待　遇▶�雇保、交通費規定支給、制服貸与

土日
休み

パート 土日祝
休み
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