
2021 年 3 月 26 日（金） ちゃんと11

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20 第12ふじやビル

仕　事▶ 施設の日常清掃、受付や案内業務も有 
時　間▶ 8:45〜17:15（実働7h）
勤　務▶月14日(シフト制)
給　与▶ 時給861円
待　遇▶ 雇用保険、制服貸与、自動車通勤可（マイカー

利用の方が通勤しやすい場所にあります。）、
交通費支給（月上限15,000円）

勤務先▶ 千歳市葬斎場（千歳市根志越1365）

清掃スタッフ募集!

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

パ 清掃スタッフ

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/木下、大久保

期　間▶4月1日〜翌3月31日 ※更新有
資　格▶要普通免許
給　与▶月182,000円
時　間▶8:30〜17:30 ※実働8h
休　日▶ 月8日、年末年始(5日)、 

リフレッシュ休暇（年3日)
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、 

賞与年2回
勤務先▶ 障がい者支援センター キラリ 

/千歳市春日3丁目5-1

☎29-2023

支援員支援員募集募集
賞与賞与
年2回有年2回有

契 支援員

仕　事▶ ディーラー店舗工場にて、新車の洗車、ボディコーティング
資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許（AT限定可)、 

59歳以下（定年雇用止めの為）
給　与▶時給1,000円
時　間▶ 9:00〜18:00の間で4〜7h ★フルタイム歓迎 

例/ 9:00〜15:00（休憩45分）、13:00〜18:00（休憩45分）

勤　務▶週3〜5日 ※シフト制
休　日▶年末年始、夏季休暇、GW
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、車通勤可、制服貸与
勤務先▶千歳市北信濃 

http://ik-g.net/nkc/

札幌市手稲区曙6条3丁目1-29担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。千歳での面接OK！出張面接いたします。

☎011-686-2857 080-4501-6051 ㈱北関東クリーン社

アルバイトパート募集

★男女ともに活躍できる職場です。

11‚‚000000円円
ていねいな指導で未経験者も安心して取り組めます。

時
給

 ディーラー店舗工場にて、新車の洗車、ボディコーティングをするお仕事です!

経験経験
不問!!不問!!

正社員正社員
登用制度有登用制度有

アパ 工場内作業

千歳市桂木3丁目1-2
グループホームかつらぎ ☎22-6671�まずはお気軽に

お電話ください。 担当/胤森
たねもり

★女性活躍中�★アットホームな雰囲気で明るく楽しく働ける職場です！

◆正職員
給　与▶ 月164,210円～ 

+交通費規定支給+処遇改善手当5,000円～ 
+資格手当5,000円～

時　間▶ ①6:00〜15:00 ②9:30〜18:30  
③12:00〜21:00 ④21:00〜翌6:00(夜勤/月2〜3回）

資　格▶ 深夜勤務があるため18歳以上、介護職員初任者研修修了以上、 
簡単なPC入力可能な方、普通自動車運転免許（AT限定可）

休　日▶ 月8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、 

昇給・賞与有、試用期間3ヶ月有（処遇改善手当の支給無し）

◆パート
給　与▶  時給941円～+交通費規定支給  

※資格により加算有 ※試用期間3ヶ月/時給861円 
※深夜割増有

時　間▶ ①6:00〜10:00 ②6:00〜15:00  
③9:30〜18:30 ④12:00〜21:00  
⑤21:00〜翌6:00

資　格▶ 深夜勤務があるため18歳以上、無資格OK、 
介護職員初任者研修修了以上あれば尚可

勤　務▶ 週2〜3日程度 ※日数応相談
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、昇給有

どんなときも、安心して働き続けられる♪

30〜70代まで幅広く活躍中!!

介護職員募集 手当充実！手当充実！ 処遇改善手当
資格手当

正社員

正パ 介護職員

まずはお電話ください。ジェラテリア ミルティーロ
千歳市長都2 ☎0123-23-5323 【採用担当者】※JR長都駅から約3km

受付/10〜18時

繁忙期
手当
6〜8月
あります！

仕　事▶ 店内業務全般（接客、ジェラート盛り付け、
清掃等） 
★盛りつけは従来の「ヘラ」を使用せず、

「ディッシャー」で行います。誰にでも簡単に 
できるお仕事です。

勤　務▶ 土日祝のみ（GW、お盆含む） ※週1〜3日
時　間▶ 9:45〜18:45の間で実働5〜8h 

例/9:45〜18:45、12:00〜17:00
給　与▶ 時給865円～ 

※試用期間１〜3ヶ月（研修有、時給861円）
期　間▶ 〜10/31
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

仕事終わりにジェラートを食べられます♪

《期間》10月31日まで《期間》10月31日まで
すぐ働けます!!　土日祝勤務出来る方歓迎！

販売スタッフ

★新型コロナウイルス積極的に対策中
★未経験者歓迎!!
★勤務開始時期は応相談

6・7月は

915円時
給

8月は

965円時
給

高校生高校生
大学生大学生

歓迎歓迎

パ 販売スタッフ

  

派 ①設備OPと補助作業 ②電子部品の製造補助

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

はるいちや

インディアン水車店
千歳市花園5丁目1-10

春一家

未経験者歓迎!! 主婦（夫）さん歓迎します♪
仕　事▶ホール及び調理補助
給　与▶  正社員/月給200,000円～ 

学生/時給900～1,000円 
主婦・フリーター/時給950～1,100円

時　間▶�正社員/10:00〜21:00　※シフトによる 
ア･パ/ ①10:30〜15:00（10:00〜14:30） 

②17:00〜20:30（17:30〜21:00） 
※通し勤務も応相談

資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
休　日▶�シフト制　 

※火曜日定休　※パートは週2日〜勤務OK
待　遇▶�制服貸与、車通勤可

応 募 ☎0123-24-2400 担当/イズミ

正アパ 店内業務

HARUHARU11YAYA

〒066-0034 千歳市富丘1丁目618-6  
医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院 人事担当宛☎24-4191☎24-4191

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 

ウェブサイトをチェック!▼

あなたの経験を活かそう!!あなたの経験を活かそう!!

（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

正職員 透析看護師
仕　事▶  透析患者の看護業務
資　格▶  正看護師
給　与▶  基本給/月216,000円～292,000円 

＋職務手当20,000円 
★賞与年2回（6・12月）

時　間▶ ①8:30〜17:15　②10:00〜18:45 
③8:00〜16:45

勤　務▶ シフト制（4週8休+祝日）

《共通項目》
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

スタッフ募集スタッフ募集中!中!

千歳豊友会病院

看護補助者
仕　事▶  病棟における看護補助業務 

看護師の補助や患者さんのお世話等を行
います。介護士や看護師等を目指す土台
となる経験を積むことができます。

資　格▶  無資格でも可
給　与▶  時給1,100円　夜勤1勤務/22,000円 

資格手当（介護福祉士）/6,000円 
その他手当年2回有（夏・冬）

時　間▶  当院規定による
勤　務▶ 2交替シフト制、早出・遅出有

準職員

正職員正職員 準職員準職員透析看護師透析看護師 看護補助者看護補助者

応募はコチラからも
簡単にできます!▶

郵送でも受け付けております♪

Web応募なら
24時間365日応募受付OK!!

正 透析看護師　準 看護補助者　

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115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?

橋本農園橋本農園 〒061-1362　〒061-1362　
恵庭市中島松393-7恵庭市中島松393-7
★恵北中ななめ向い★恵北中ななめ向い

採用係

仕　事▶ 大根、いも、白菜等の収穫
期　間▶ 4月〜11月中旬  

※次年度も継続雇用の可能性有
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給900円～
時　間▶ 8:00〜17:00 

※要相談
休　日▶日曜、雨天日、他応相談
待　遇▶車通勤可
応　募▶ お電話の上、写真付履歴書を持参ください。

090-3110-7859
☎0123-36-6340

今年も一緒に頑張りましょう!!今年も一緒に頑張りましょう!!
勤務開始日
応相談!!

ア 農作業スタッフ

［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 

給　与▶ ［一般］時給871円
時　間▶ ①13:00〜17:00（応相談） 

②17:00〜21:00（学生可）

◆青果

給　与▶ ［一般・学生］時給871円
時　間▶8:30〜13:00（応相談）

◆食肉

給　与▶ ［一般］時給881円
時　間▶①7:00〜12:00 ②17:00〜21:00（学生可）

◆デリカ

長都店
千歳市勇舞8丁目1-1

☎23-7667応募

Web応募
はコチラ

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980応募

Web応募
はコチラ

アルバイト・パートアルバイト・パート
スタッフ募集!スタッフ募集!

一緒に働こう!
アパ 下記参照
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