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千歳・恵庭エリア お仕事探し応援します!
2021.3.26毎週金曜日発行
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■雇用形態　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

■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↓

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/小松☎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

資　格▶�普通自動車免許、介護福祉士又は介護職員初任者
研修修了（旧ヘルパー2級）以上

給　与▶�週5日勤務/時給1,260円〜 
週4日勤務/時給1,200円〜 
※いずれも処遇改善手当を含む 
★業績により年2回一時金を支給 ★昇給制度あり

時　間▶規定による
勤　務▶�週４～5日（応相談）�※シフト制
待　遇▶�介護福祉士手当、労災保険、�

通勤・車両借上手当

★�有給を取得しやすい職場です。
★�未経験の方でも同行しますので大丈夫です。

★�ご自宅を訪問し､買い物･掃除･移動等を行います。

〒061-1446　恵庭市末広町125番地1

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

ホームヘルパー募集!

担当/木下まずは
お電話ください。

時間相談時間相談
できます♪できます♪

☎0123-33-1120

パ 訪問介護員

仕　事▶�中古車の洗浄ラインでのシートや�仕　事▶�中古車の洗浄ラインでのシートや�
ボディ洗浄、加修作業等ボディ洗浄、加修作業等

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7～10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00～17:00
給　与▶�時給920円〜 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服

貸与、有給休暇制度有、能力に応じて昇給有

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/
佐藤・傳法(デンポウ)☎0123-47-8000

中古車中古車のの洗浄ライン洗浄ライン
作業スタッフ作業スタッフ

男女ともに
活躍中!!

◆40〜50代も活躍中!! 
◆マイカー通勤可能！
◆お休み充実　◆昇給有

契 洗浄ライン作業スタッフ

仕　事▶�レジ、接客、清掃、品出し等
資　格▶�未経験者歓迎、長期勤務できる方、�

土日祝勤務できる方�
※教育期間中は平日に勤務可能な方（応相談）

時　間▶�①7:00～12:00�
②17:00～22:00or18:00～22:00�
③22:00～翌7:00

給　与▶ ①時給877円〜 
②時給861円〜 
③時給1,100円〜

勤　務▶�★たくさん働きたい方も�
　応相談�
★週2日～相談OK

待　遇▶制服貸与、車通勤可
応　募▶�電話の上写真付履歴書をお持ちください。

学生さん、学生さん、
フリーターさんフリーターさん

歓迎歓迎

恵庭島松東町店恵庭恵み野西店 
恵庭市島松東町3丁目7-8恵庭市恵み野西3丁目1-2

島松東町店
担当/佐々木

☎37-8355【受付時間/10時～18時】

恵み野西店
島松東町店22店舗同時募集店舗同時募集!!

アパ 店内業務

時　間▶�①7:15～11:15�or�8:00～12:00�
②12:00～16:00��
※①②シフト制

勤　務▶�週5日
給　与▶�時給886円+職務加給30円 

★日曜・祝日は時給+30円 
※試採用期間4ヶ月/時給861円

待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�
有給休暇、共済会

向陽台店

向陽台店

千歳市
白樺2-3

☎28-3511☎28-3511応募 担当/安田

スタッフスタッフ
募集!!募集!!

デリカ担当 ★1日4時間からOKパート

パ 下記参照

株式会社道央環境センター株式会社道央環境センター
恵庭市本町27番地恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

待　遇▶�社保完備（勤務時間による）、賞与年2回、�
制服貸与、交通費規定支給、車通勤可、�
有給休暇有

共通項目

清掃/シニアハウス黄金パート
給　与▶�時給870円
時　間▶�8:00～12:00
勤　務▶月～金曜
休　日▶土･日曜、祝日

給　与▶①時給870円 ②時給920円
時　間▶�①8:00～12:00�②18:00～22:00
勤　務▶週3日～OK�※シフト制
休　日▶�日曜、祝日、他

清掃/我汝会えにわ病院パート

厨房（調理補助）/我汝会えにわ病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

フルタイム
パート

給　与▶�時給900円
時　間▶�5:00～19:30の間で実働4～8h　
勤　務▶シフト制�※応相談

パ 清掃、厨房（調理補助）

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4丁目

恵み野西6丁目

恵み野里美2丁目

中島町4丁目

黄金南1丁目

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

富丘3丁目

富丘4丁目

豊里2丁目

北斗1丁目

新富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

あなたに近い派遣会社あなたに近い派遣会社

オトクがいっぱい！

★��電話だけの簡単登録もOK！

★3日払い・週払いOK（規定有）
★即シフト入り、即勤務OK

★現地での面接もOK!!
★��ご家族も一緒に使える�
福利厚生「P-コンシェル」

まずはお電話ください！

オススメ

10案件

どれにしようか、
迷うなぁ…

0120-116-377

苫小牧市旭町3丁目7-6
グランドール旭町1F

労働者派遣事業 （派）01-301336
有料職業紹介事業 01-ユ-300541

㈱ホットスタッフ苫小牧

ほかにもお仕事あり!
Webで見つけよう♬
登録のみも大歓迎！

ほっとけんさく

給　与▶�時給1,000〜1,250円
時　間▶�①8:00～17:00�②19:00～翌4:00�

※実働8h
休　日▶�土･日曜、祝日�※土曜隔週出勤有

千
歳
市

容器のチェック・箱詰め

二交代簡単作業二交代簡単作業1,000円〜1,000円〜
時給

給　与▶�時給1,000〜1,250円
時　間▶�①8:30～17:30�②17:00～翌2:00��

※2交替制�※実働8h
休　日▶土・日曜�※長期連休有

恵
庭
市

半導体製造

男女活躍中男女活躍中1,000円〜1,000円〜
時給

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給950円〜
時　間▶�8:30～17:30�※実働8h
休　日▶�土･日曜、祝日

千
歳
市

ゴム製品の加工

簡単軽作業簡単軽作業950円〜950円〜
時給

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給1,100円〜
時　間▶�8:00～17:00
休　日▶�土･日曜、祝日�※土曜隔週出勤有

恵
庭
市

コンクリートブロックの製造

駅近、通勤便利♪駅近、通勤便利♪1,100円〜1,100円〜
時給

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�8:20～17:20�※実働8h
休　日▶土・日曜�※長期連休有

恵
庭
市

住宅の窓の組立

簡単組立作業簡単組立作業1,000円〜1,000円〜
時給

給　与▶時給1,250〜1,563円
時　間▶��①8:00～17:15�②16:00～翌1:15�

※2交替制�※実働8h
休　日▶�週休2日

恵
庭
市

原料のブレンド作業

資格取得支援制度有資格取得支援制度有1,250円〜1,250円〜
時給

資　格▶不問、未経験者歓迎�※基本的なPC作業可能な方
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�8:20～17:20（実働8h）
休　日▶��土･日曜�※長期連休有

恵
庭
市

一般事務

SNS操作可能な方SNS操作可能な方1,000円〜1,000円〜
時給

給　与▶時給1,200円〜
時　間▶�①8:30～17:30�②17:30～翌2:30�

※2交替制�※実働8h
休　日▶��土･日曜、祝日�※GW・お盆・年末年始有

千
歳
市

ダンボール製造

正社員登用制度有正社員登用制度有1,200円〜1,200円〜
時給

給　与▶時給1,100〜1,375円
時　間▶�①8:00～16:30�②20:00～翌5:00��

※2交替制�※実働7.75h
休　日▶�週休2日

千
歳
市

検査･データ入力

二交代で稼げる二交代で稼げる1,100円〜1,100円〜
時給

資　格▶要普免、フォークリフト免許�※実務経験必須�
給　与▶時給1,250円〜
時　間▶�①8:00～17:00�②9:00～18:00�※実働8h
休　日▶�土･日曜、祝日�※長期連休有

千
歳
市

倉庫内リフト作業

高時給!!高時給!!1,250円〜1,250円〜
時給

派 下記参照

千歳市住吉3-2-5

☎0123-26-0588応募
担当/くにい【受付/10～19時】

イエローハット 千歳店

仕　事▶�ピット内での、｢オイル・部品などの交換｣、｢タイヤ
交換｣、｢ナビ・オーディオ・ETC・ドライブレコー
ダーの取り付け｣、｢ボディコーティング業務｣等。

資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許、2級整備士資格保持者歓迎、無資格OK
時　間▶9:30～19:30�※実働8h(週40h)
給　与▶�無資格/月18〜205,000円以上 

　　　 (交通費5,000円含む) 
経験者/月19〜280,000円以上 
　　　 (交通費5,000円含む)

休　日▶�月8～9日�※連休有
待　遇▶�各社保完備、、車通勤可、制服貸与、昇給年1回（能力・

実績考慮）、賞与年2回、各種手当有（皆勤・資格・役
職・住宅・家族）、社員割引有、有給休暇、退職金制度有

正社員募集!! 未経験者歓迎★正社員募集!! 未経験者歓迎★
商品を覚えることからスタートするので、未経験でも安心です。

正 下記参照

☎☎0123-0123-23-423-4111111まずはお気軽に
お電話ください。

http://www.dojinkai-group.com/

［担当］
山崎 千歳第一病院

千歳市東雲町1丁目11

資　格▶�経験者優遇(条件有)
給　与▶月給145,000〜195,400円
時　間▶�①8:45～17:15�

②16:45～翌9:15
休　日▶週休2日制�★年間休日120日以上
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、退職金制度有、�
夜勤手当（1回6,000円）

看護助手看護助手
募集！募集！

【入院患者の介護・介助】
食事や入浴の介助等、
身の回りのお世話全般のお仕事です。

医療法人
同仁会

★夜勤手当有…6,000円/回

正 看護助手

千歳市桜木3丁目1-1
ラブアリス千歳桜木児童通所支援センター

児童デイサービススタッフ募集!
資　格▶�要普通免許(AT限定可)、教員免許・保育士・児童指

導員等の資格保持者、無資格・未経験者も応募可
時　間▶�10:00～15:00、13:00～18:00等�※応相談
勤　務▶�週2日～�※シフト制
給　与▶ 無資格・未経験者/時給950円 

資格保持者・障がい者福祉経験者/時給1,000円〜
待　遇▶�各社保完備（時間による)、交通費規定支給、車通勤可、

制服有、正社員・契約社員登用制度有、試用期間6ヶ月
勤務先▶�ラブアリス千歳桜木（千歳市桜木3丁目1-1）�

ラブアリス千歳桜木別館（千歳市桜木2丁目10-11）

☎0123-23-0081採用担当

まずはメールかお電話でご連絡ください

lovealice.chitose@gmail.com

★正社員も募集中　月給17〜22万円　※経験考慮

★入社日応相談  ★お勤め中の方もご相談ください

パ 児童デイサービススタッフ

すぐに働けます! まずはお電話ください。

クリーニング クリーニング 
スタッフ募集!スタッフ募集!

■病院・施設関係のリネン類のクリーニング業

千歳市泉沢1007-207 ☎0123-28-3771㈱北海道シルバーサービス 千歳工場

待　遇▶�送迎有(千歳市内のみ、応相談）、社保完備、車通勤OK、�
交通費規定支給、昇給有、社員登用有、試用期間有

小〜大型の洗濯乾燥機の操作と関連業務全般を行います。
時　間▶�7:00～19:00の間で実働6～8h
勤　務▶�週4～5日で応相談（土･日曜休み）�
給　与▶時給861円〜

洗濯乾燥担当スタッフ

社員希望大歓迎!! 安定して働けます♪
子育てママ応援中!! 勤務時間調整OK♪送迎有!

クリーニング品仕上げスタッフ
時　間▶�基本8:00～17:00の間で実働6～8h�

※応相談�（例/9:00～15:00、10:00～17:00等）
勤　務▶�週2～5日で応相談（土･日曜休み）
給　与▶時給861円〜

シーツ・タオル等を機械に入れたり、手で畳むカンタン作業!!

5人5人
限定限定

20〜40代20〜40代 活躍中!!活躍中!!  短期短期も大歓迎!!も大歓迎!!

共通
項目

すぐにすぐに
働けます!働けます!

アパ 下記参照
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