
2021 年 3 月 26 日（金） ちゃんと13

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。

勤務先▶�千歳市
仕　事▶�大手企業3社の配達（1日60～100件程）
資　格▶�要普免(AT限定可)、年齢不問
給　与▶�月給250,000～350,000円
時　間▶��8:00～20:00�※実働8h
休　日▶�月4～6日
待　遇▶�業務時車貸与、車通勤可、制服貸与、研修有
★独立開業したい方もお気軽にご相談ください！

宅配ドライバー宅配ドライバー

千歳市高台5丁目1-5

☎23-0501
㈲M.D.N.TRANS

月給25〜35万円!!

5人5人
募集募集

他 宅配ドライバー

恵庭市黄金南7丁目18-1ハードオフ恵庭店

【受付/10～18時】

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎39-3370

仕　事▶�販売・買取業務全般
資　格▶�未経験者歓迎、高校生不可、土日勤務できる方歓迎
時　間▶��9:15～20:15の間でシフト制�※応相談
勤　務▶週3～5日程度
給　与▶�時給870円～ ※研修期間2ヶ月程度/時給865円
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、昇給有、�

交通費規定支給、車通勤可、社員登用制度有�

未経験・フリーター歓迎!! 短時間でもOKです♪

スタッフ募集

《経験・知識不要》家電・楽器・オーディオ好きの方大歓迎!!
キャリアパス制度で、習熟度に合わせて昇給します!!

アパ 店内業務
書籍の案内業務です。（電話先は書店のみ）
ノルマ等なし！お話好きの方歓迎です♪
20〜50代幅広い年代が活躍中！

資　格▶�簡単なPC入力が出来る方、未経験者歓迎
給　与▶�時給861円（試用期間3ヶ月位/同時給） 

※能力次第で時給UP
時　間▶��10:30～17:30　※応相談
休　日▶�土日祝、年末年始（10日位）、�

GW（10日位）、お盆（3～4日）
勤　務▶�週3～5日
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、昇給有

〒061-1353��恵庭市島松本町1丁目5-11

写真付履歴書をご郵送ください。
書類選考の上、面接日をご連絡します。

☎0123-25-6197

有限会社オフィスブレーン

お休みお休み
充実♪充実♪

アパ 電話営業販促

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

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

千歳市釜加135番地（勤務先）

☎22-5371 担当/松谷

坂本造園株式会社

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

期　間▶即日～9月
仕　事▶�ハウス内での花苗の手入れと出荷作業
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、車通勤できる方
給　与▶［期］日給8,000円～�［ア・パ］時給900円～ 
時　間▶�8:30～17:00の間で時間応相談�

★パートは9:00～や15:00まで等もOK
勤　務▶週1～6日　　　休　日▶応相談

お時間ご相談ください!お時間ご相談ください!

正社員も募集中!! ★未経験者・経験者歓迎！

期アパ 花苗生産・作業スタッフ

仕　事▶��病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月）�※更新有
給　与▶��時給900円 ※22時～翌5時は深夜割増有�
時　間▶�①17:15～翌8:45（実働8.5h）�

②8:45～17:15（実働7.5h）�
③17:15～翌11:45（実働11.5h）�
④20:15～翌8:45（実働6.5h）�
⑤8:45～翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶�週2～3回、シフト制
待　遇▶�労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有）�
勤務先▶�千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9～18時】��担当/小松
株式
会社

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

パ 病院の夜間受付

� 男女ともに活躍中!

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

◆施設警備員/千歳市泉沢 TAA北海道会場
時　間▶�①9:00～18:00�②18:00～翌9:00�

③9:00～翌9:00�※シフト制
勤　務▶�月14日程度
給　与▶�月給170,000円以上
待　遇▶�社会保険完備、有給休暇、�

制服貸与、交通費規定支給

170170,,000000円円
月月
給給

以上!!以上!!

契 施設警備員

◆札幌工場（恵庭市戸磯47-7）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�短時間/5:00～9:00　※応相談�

フルタイム/�9:00～18:00�
11:00～20:00�
22:00～翌7:00　�
※休憩1h

給　与▶�時給870円～＋交通費規定支給  
※22～翌5時/深夜割増有

休　日▶週2日（シフト制）
待　遇▶�各種社会保険完備、有給休暇有、制服貸与、昇給有

（人事考課による）、車通勤可、交通費規定支給

◆恵庭工場（恵庭市恵南1番地）
資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎
時　間▶�12:00～21:00��

※休憩1h
給　与▶時給870円～+交通費規定支給
休　日▶�土・日曜��

※他2ヶ月に1回工場指定の休日有
待　遇▶�各種社会保険完備、有給休暇有、�

制服貸与、昇給有（人事考課による）、�
車通勤可、交通費規定支給

セブン-イレブンジャパン向けパンの製造をしている会社です。 スタッフスタッフ
募集!!募集!!パン製造パン製造

土日
休み

株式会社エフビーエス〒061-1405
恵庭市戸磯47-7

〒061-1411
恵庭市恵南1番地

恵庭工場札幌工場

まずはお気軽にお電話ください。 まずはお気軽にお電話ください。
受付/9～17時�
担当/原田・本間

受付/9～17時�
担当/大松

札幌
工場

恵庭
工場☎31-0900 ☎34-6866

パ パン製造スタッフ

㈱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

◆水産 ★お寿司・惣菜製造のお手伝いです。
給　与▶�［一般］時給907円 

［学生］時給871円
時　間▶8:00～13:00�※8:00～16:00も可

◆品出し ★土・日出勤できる方限定
給　与▶�［一般］時給874円　 

［学生］時給871円
時　間▶①�8:30～13:00�②17:00～21:00

◆レジ ★勤務日数応相談
給　与▶�［一般］時給900～950円 

※17:00以降の勤務は950円 
［学生］時給871円

時　間▶�①14:00～18:00�②17:00～21:00

◆デリカ ★勤務日数応相談 
　　　　 ★土・日出勤できる方限定
給　与▶�［一般］時給909円　［学生］時給871円
時　間▶�8:00～13:00�

応募 ☎26-6660 [担当]店長

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店 スタッフ募集!スタッフ募集!

web応募

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

アパ 下記参照

WEBで手軽におシゴト探し 外出先でも

検索ちゃんと 求人ナビ

いつもの
移動時間

でも

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

①

限定公開案件も有!

パ 火葬場での配送および配膳、館内での配膳

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！

パ 牧場作業スタッフ

寝ワラの交換

年2回
ミニボーナス

支給

アーモンドアイ、ディープインパクト、
ジェンティルドンナなど、

多くの名馬を輩出している競走馬牧場です。
未来の名馬たちの暮らしを支えるお仕事に、 

興味ありませんか？

仕　事▶�ⓐ馬が別棟にいる間に、敷いて�
　あるワラを取り替える作業�
ⓑエサが入っている器の洗浄�
ⓒ厩舎および厩舎周辺の掃き掃除�
※ⓐ～ⓒを3～4人で分担

時　間▶�6:00～9:00
給　与▶�日給3,000円 

※月収例/月26日勤務の場合、 
　月78,000円

勤　務▶�①週6日�②週5日�※①②選択可
休　日▶�［週6日勤務］�

日曜定休、夏季・冬季休暇�
［週5日勤務］�
週休2日制（日曜、他1日）

待　遇▶�労災保険、車通勤可、交通費規定
支給、夏季・冬季ミニボーナス有、
忘年会等のイベント有、定期健康
診断、食堂利用可

勤務先▶�ノーザンファーム早来�
（勇払郡安平町早来源武275）

牧牧場場作業作業
朝 の 3 時 間 だ け ！

スタッフ募集!!スタッフ募集!!
長期長期で勤務で勤務
できる方歓迎できる方歓迎♪♪

応募 《職場見学もOK！》

Wワーク
OK！

《週5日 or 週6日 働き方選べます！》

掃き掃除

◎直接馬に触れる作業は
　ありません。

社会福祉法人 富門華会 デイサービス・ケアハウス サックル
〒059-1505 勇払郡安平町早来栄町157番地1

【パート】介護職員 ★長期勤務できる方歓迎♪
給　与▶�無資格者/時給870円 

ヘルパー2級以上の資格保持者/時給940円 
介護福祉士/時給970円

時　間▶�①10:30～13:00�②10:30～17:30�
③13:00～19:00�④9:00～18:00�
※①～④選択可（応相談）

休　日▶�シフト制（応相談）�★柔軟に対応します！

【パート】調理員 ★フルタイム・短時間応相談
給　与▶�無資格者/時給870円～ 

調理師免許保有者/時給970円 
時　間▶�［フルタイム］早番/6:00～15:00�

　　　　　　遅番/9:30～18:30��
［パート］①9:00～13:00�②6:00～9:00�
※ご希望ご相談ください！

休　日▶�シフト制（応相談）�★柔軟に対応します！

【パート】夜勤介護職員�
給　与▶ 日給14,500円～
時　間▶17:00～翌9:00　　　休　日▶月5日～

【パート】運転手兼清掃員 ★長期勤務できる方歓迎♪
資　格▶要普免
給　与▶ 時給870円～
時　間▶8:00～17:00　　　休　日▶シフト制（応相談）

パートスタッフ 急募急募
お気軽にお気軽に勤務時間勤務時間･･勤務日数勤務日数をを
相談できますのでお電話ください！相談できますのでお電話ください！

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
☎0145-22-4646☎0145-22-4646

【担当】�
中島、清水

資　格▶�無資格・未経験者も可、資格保有者・経験者優遇
待　遇▶通勤手当、社会保険等は勤務による

共通
項目

見学OK見学OK

パ 介護職員、夜勤介護職員、調理員、運転手兼清掃員
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