
2021年4月2日（金）ちゃんと 10

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!!

恵庭 ア パ 店内業務

残り 残り 
わずか!わずか!

（有）コスモファーム 千歳市中央2529-11（千歳駅から約7km）

電話連絡の上、履歴書をお持ちください。

080-2733-5561

週週22日日〜〜
OK!!OK!!

勤務日・時間勤務日・時間
応相談

担当/山田
受付/8〜18時

◆生産加工スタッフ◆生産加工スタッフ
仕　事▶�スピナッチ・ベビーリーフの選別、パック詰め
期　間▶�5月〜10月
時　間▶�8:00〜17:00の間で4〜8h（応相談）�

★短時間勤務もOKです!
勤　務▶�週2日〜OK！　勤務先▶�千歳市中央2529-11
★金・土曜のいずれか1日だけでもOKです！

◆農作業スタッフ◆農作業スタッフ
仕　事▶�農作物の管理・収穫等
期　間▶5月〜10月�※応相談
時　間▶�8:00〜17:00�※勤務日・時間は応相談
勤　務▶�週2日〜OK！
勤務先▶�千歳市東丘719-1

千歳 パ 生産加工、農作業

〈共通項目〉
給　与▶�時給880円〜　　　休　日▶�日曜
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給
資　格▶�車通勤可能な方、未経験者歓迎

㈱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

給　与▶�［一般］時給907円�
［学生］時給871円

時　間▶�①7:00〜10：00�
②8:00〜13：00�
※8:00〜16：00も可

応募 ☎26-6660 [担当]店長

千歳市日の出千歳市日の出
1丁目1-661丁目1-66千歳店千歳店

水産水産

web応募

電話連絡の上、 
写真付き履歴書をお持ちください。

★�お寿司・惣菜製造の�
お手伝いです。

スタッフ募集!スタッフ募集!

千歳 ア パ 下記参照

仕　事▶�クリーニング工場での衣類仕分け･たたみ作業
資　格▶未経験者歓迎、扶養内勤務可
給　与▶時給865円〜
時　間▶�①8:20〜16:20（休憩80分）�

②8:20〜12:00�
③12:50〜16:20

休　日▶日曜･祝日
待　遇▶�車通勤可、交通費規定支給、各種社保完備、�

クリーニング優遇制度有
勤務先▶千歳市北信濃776-11

〒066-0075　千歳市北信濃776-11

くらしの輝き　手から手へ

☎0123-23-4251
まずはお気軽にお問合せください。

担当/小池 株式会社�白生舎

選択
OK!!午前午前 午後午後

フルタイムフルタイム
千歳 ア パ 工場内作業

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

担当/高倉☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶�施設の入退場警備�
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶�車通勤出来る方、定年者の方も歓迎　�
※施設警備2級（検定11月頃）を取得して頂き正
社員登用となります。

時　間▶�0:00〜24:00（6h勤務の4交代）
勤　務▶�シフト制（年中無休）
給　与▶�月給153,000円〜�

別途資格手当有/施設警備1級8,000円　�
　　　　　　　�施設警備2級5,000円�
※月収例/施設警備2級資格者：月170h勤務の
　　　　�場合月給161,500円�
※試用期間2ヶ月有/時給900円

待　遇▶�社保完備、雇用保険、有給休暇、交通費（一律月
6,000円）、退職金制度有（59歳まで）、制服貸与

勤務先▶�新千歳空港貨物ターミナル

施設警備をやってみませんか！施設警備をやってみませんか！
国家資格取得国家資格取得をサポートいたします！をサポートいたします！

千歳 正 空港警備

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

タクシー タクシー 
ドライバードライバー

北交ハイヤー
道内最大のネットワーク
☎23-4145応募 ［担当］渡辺・松口

資　格▶�要普免（運転経験3年以上）�★AT限定可
時　間▶�［朝］①5:00〜14:30�②7:30〜17:00�

［夕・夜］①17:00〜翌2:30�②20:00〜翌5:30�
※［朝］［夕・夜］選択制�※いずれも実働6.5h、休憩3h�
※昼勤、夜勤、隔日勤、短時間バイト（応相談）

勤　務▶�4出勤後→公休→4勤務→公休→3勤務→公休の繰り返し
給　与▶�歩合制�

例：�正社員/月182,962円（昼勤、25日出勤の場合）�
嘱託/月172,200円（昼勤、25日出勤の場合）�
短時間アルバイト/時給900円

待　遇▶�各社保完備、制服貸与、燃料手当、無事故手当、�
有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇

賃金保障制度、仕事に慣れるまでの賃金保障制度、仕事に慣れるまでの 6ヶ月間6ヶ月間は、は、
どんなに売上が低くても、どんなに売上が低くても、月月2525万円万円を支給。を支給。

免許の免許の取得費用取得費用はは当社当社が持ちます。が持ちます。しかも

免許取得中は免許取得中は
1日1日5,0005,000円円支給支給

入社支度金制度入社支度金制度
10〜3010〜30万円万円利用可能！利用可能！++

増員増員
募集中募集中

千歳 正 嘱 ア タクシードライバー

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

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）

主婦（夫）さん、学生さん、シニアの方など
さまざまな年齢の方が活躍中!!

短期も
OK！

年齢
不問

配布員募集配布員募集

皆勤賞
1ヶ月休まず
がんばろう！

あり

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

お仕事説明会お仕事説明会
開催!!開催!!

★�上記日程以外でも、ご都合に合わせて仕事説明会等、�★�上記日程以外でも、ご都合に合わせて仕事説明会等、�
対応致します。電話連絡の上、ご来場ください。対応致します。電話連絡の上、ご来場ください。

ご相談だけでもOK!ご相談だけでもOK!

八八
ハ ッ シ ンハ ッ シ ン

神神エモーションエモーション
札幌市清田区美しが丘1条1丁目2-7　�業務請負業・労働者派遣業�派01-300216�〈自社求人情報サイト〉http://www.e-hasshin.com/

株式株式
会社会社 【受付】平日9:00〜18:00�※上記時間以外は直接ツタモリへ

0120-084-842 080-6073-7977
（ハマダ） （ツタモリ）

給　与▶�時給1,100〜1,220円（昇給有）
時　間▶�①6:15〜14:30�②14:15〜22:30��

③22:15〜翌6:30�※いずれも実働7.25h�
※残業月平均10〜20h程度�※①〜③のシフト制

休　日▶週休2日、その他大型連休
待　遇▶�有給休暇有、交通費別途支給、各種保険有、制服

無料貸与

【業績好調につき増員!】
★寮無料!�送迎有!
★年2回ミニボーナス有!（7〜20万円）

北ガス文化ホール/千歳市北栄2丁目2-1北ガス文化ホール/千歳市北栄2丁目2-1

13:0013:00～～16:0016:00 9:00～12:009:00～12:00

（千歳市民文化センター（千歳市民文化センター4F 小会議室24F 小会議室2 ））

★私服OK! ★フリー来場OK!★私服OK! ★フリー来場OK!

4/74/7水水 4/104/10土土

場所場所

［派遣］ゲーム機部品の製造･検査補助
★勤務先/千歳市

千歳 派 ゲーム機部品の製造検査補助

〒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!!

千歳 正 透析看護師 準 看護補助者

千歳市千代田町7丁目1789-3�
千歳ステーションプラザ　※JR千歳駅直結

☎0123-40-1187
ぺウレ耳鼻咽喉科

電話連絡の上、応募書類（写真付履歴書、職務経
歴書）を下記住所に送付してください。
書類選考後、後日面接日等ご連絡致します。

担当/朝倉

仕　事▶�必要に応じて医師の補助、外来処置の介助、
外来器具の洗浄滅菌、頻度は少ないですが患
者の採血や点滴、OA機器操作等

資　格▶�看護師・准看護師�
（耳鼻科の勤務経験は不問です。）

給　与▶��時給1,250〜1,500円�
※試用期間3ヶ月有

時　間▶��月・火・木・金/8:30〜18:30�
水・土/8:30〜13:00�
※いずれも1日2h以上

勤　務▶��週2日〜（シフト制）
休　日▶�日・祝、お盆、年末年始
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可（応相談）、�

労働保険加入

欠員募集（パートタイム）
千歳 パ 看護師・准看護師

資　格▶要普免
給　与▶�月給146,500円�

※研修期間約1ヶ月は�
　時給861円

時　間▶�①8:30〜19:30（8h）�
②8:30〜17:30（6.5h）�
③10:00〜19:30（7h）�
　※①②③3交替

休　日▶�月7〜8日
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶新千歳空港内連絡通路

新千歳空港内で電動ヘルプカートを
運転し、お客様とお荷物を運ぶ
お仕事です。
普通免許でOK!

千歳市末広7丁目2-1スカイヒルズ末広7�1F

北海道東急ビルマネジメント㈱
千歳・苫小牧営業所

【平日/9〜18時】
担当/スズキ☎0123-22-1090

�お電話の上、写真付履歴書をお持ちください。

女性が活躍中です♪
千歳 契 電動カートの運転業務

1名募集!1名募集!

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。

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。

☎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

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

応
募

写真が好き 文章を書く
ことが得意

「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！

好奇心旺盛好奇心旺盛な方にな方に
ピッタリなお仕事♪ピッタリなお仕事♪

千歳・恵庭 正 編集・記者

募集募集

☎0123-34-2796応募
千歳市住吉�
5丁目1-24ちとせスマイル保育園認定保育所

栄養士栄養士
調理員調理員

新卒の方も、新卒の方も、
ブランクのある方も大歓迎!!ブランクのある方も大歓迎!!

◆調理員（準社員・パート）
資　格▶調理師資格あれば尚可
給　与▶��［準職員］月160,000円〜　�

［パート］時給940円
時　間▶�［準職員］8:30〜15:30��

［パート］8:30〜13:00、9:00〜14:00

◆栄養士（準職員・パート）
資　格▶栄養士資格
給　与▶�［準職員］月172,000〜217,000円�

［パート］時給1,000円
時　間▶�［準職員］8:30〜15:30��

［パート］8:30〜13:00、9:00〜14:00

勤　務▶�［準職員］週休2日（シフト制）�
［パート］週4日程度

待　遇▶�社会保険完備、�
交通費支給（5,000〜20,000円）、�
子ども手当（月5,000〜10,000円）

共
通
項
目

千歳 準 パ 栄養士、調理員

◆軽自動車での配送【正社員】
資　格▶�要普通免許、未経験者歓迎
給　与▶�月180,000〜250,000円+業績給　�

※試用期間1〜3ヶ月/月166,000円　�
※経験により優遇

時　間▶��24時間の間で実働8h　�
例/7:30〜21:00の間で8h程度

休　日▶�月6日以上�※業務により変動有
待　遇▶�各社保完備、制服一部貸与、通勤時の車両貸与�

相談可
【共通項目】�勤務先▶千歳営業所/千歳市上長都1057-5

◆軽車両での企業・個人宅への配送【委託】
資　格▶�未経験・主婦（夫)歓迎、要普免（AT限定可)、営業

ナンバー車持ち込み又は、取得できる方（ない方
も相談可)

報　酬▶�完全歩合制　�
①月300,000〜400,000円以上可　�
②1日5,000〜8,000円以上可

時　間▶�①週5日以上/7:30〜21:00　�
②週4日程度/15:00〜21:00�※Wワーク可�
※配送が終わり次第終了

待　遇▶�車通勤可、正社員登用の途有、車両貸し出し・リース有

お電話またはLINEでご応募ください。

札幌市白石区川北5条1丁目6-24

（本社）�☎0126-23-1701 LINE�ID/i1247b

トランス株式会社

配送員募集!配送員募集!正社員

委託
日数・時間・金額は
お問合せください!

千歳 正 委 下記参照
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