
2021年4月16日（金）ちゃんと 10

千歳市信濃1丁目8番14号
千歳北交ハイヤー㈱

タクシー 
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 6ヶ月間は、
どんなに売上が低くても、月25万円を支給。

免許の取得費用は当社が持ちます。しかも

免許取得中は
1日5,000円支給

入社支度金制度
10～30万円利用可能！+

増員
募集中

千歳 正 嘱 ア タクシードライバー

仕　事▶ 一般住宅の基礎工事･施工｡ 
その他､ブロックやコンクリート工事などの 
建設工事に付随する基礎･土台工事全般

資　格▶ 未経験者歓迎､学歴不問、要中型免許以上 
(4tダンプの運転有) ※免許がない方も応募可能

給　与▶ 日給月給制/経験者/日給13,000円～ 
　　　　　 未経験者/日給10,000円～

時　間▶ 7:30～17:30(休憩120分)
休　日▶ 日曜日､他(就業カレンダーによる)､ 

GW･お盆･年末年始
待　遇▶ 各社保完備､車通勤可(無料P有)、資格･技能手当

(当社規定有)、資格取得支援制度(クレーン･玉掛
け､中型免許などの必要な免許 ※当社規定有)､ 
正社員登用制度有(実績有)､試用期間1週間～ 
1ヶ月有/同条件､道具一式支給(試用期間終了後)

勤務先▶ 千歳市清流2丁目3内（資材置場） 
※ここから現場に向かいます。

千歳市花園
4丁目11-5

まずはお電話ください。
面接日や勤務開始日の相談可能です!!

☎0123-23-5004
有限会社 岡田工務店

担当/岡田

★資格･技能手当有
★資格取得支援制度有

正社員登用制度有!!

現場スタッフ募 集

千歳 契 パ 現場スタッフ

[パート/清掃]千歳科学技術大学（千歳市美々）
給　与▶時給950円～
時　間▶7:00～10:30 ※実働3.5h 
休　日▶土・日曜、祝日、他 ※学校スケジュールによる
待　遇▶ 制服貸与、交通費規定支給、 

週20h以上勤務は雇用保険加入
[パート/清掃]ザ・ノースカントリーGC（千歳市蘭越） 
★季節雇用/4月下旬～11月下旬
給　与▶ 時給950～1,000円
時　間▶ 10:00～19:00位まで（実働3.5h～8h）
勤　務▶ 週3日～（応相談）
待　遇▶制服貸与、交通費規定支給

千歳市美々新千歳空港内 ターミナル アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

入社後すぐ使える特別有休制度あり

[正社員/設備]千歳市民病院（千歳市北光2丁目1-1）
資　格▶ 1級ボイラー技士（実務経験あれば2級ボイラー技士も

可）、乙種第4類危険物取扱者 ※電気工事士あれば尚可
給　与▶ 月給200,000円～（諸手当を含む）
時　間▶ ①8:30～17:00 ②17:00～翌8:00 ※①②シフト制
休　日▶ 週2日以上
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、制服貸与

応募 ☎0123-24-3771 090-9753-1491
平日 土日祝

一生懸命働ける方大歓迎!!
春の増員募集

資格を活かそう！

千歳 正 設備パ 清掃

まずはお気軽にお電話ください。

0120-095-350

勤務先▶  千歳市北信濃
仕　事▶変圧器製造業務
給　与▶  時給1,100円
時　間▶  8:30～17:00（実働7.75h）
休　日▶  土日祝
期　間▶ 3ヶ月更新（長期）
待　遇▶ 社保完備、 

車通勤可（駐車場完備）、 
交通費規定支給

1,100

10

千歳 派 変圧器製造

函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425） 有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

営業募集 仕　事▶ 生活情報紙｢ちゃんと｣の広告・企画営業
資　格▶ 要普免、千歳・恵庭市内在住の方、 

エクセル操作できる方
給　与▶ 月220,000～420,000円
時　間▶ 9:00～18:00（休憩100分） 

※月曜日は若干の残業があります。
休　日▶日曜日、他4週6～8休（シフト制） 
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、 
車通勤可、試用期間1～3ヶ月位有

千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

応　募▶写真付履歴書（手書き）をご郵送ください｡書類選考の上、後日ご連絡致します。

未経験OK！

☎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

あなたの「好き！」を
活かしませんか？

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

千歳・恵庭 正 営業

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F 0120-278-088C・TEC株式会社 札幌営業所

仕　事▶客室清掃
時　間▶ 9:00～15:00（1日3h～お好きな時間で勤務可能）
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週2日～OK
待　遇▶ 社保完備（勤務による）、制服貸与、有給休暇
勤務先▶ ベストウェスタンプラスホテルフィーノ千歳 

（北海道千歳市千代田町3丁目13）

★ 千歳駅より徒歩5分の 
のホテルが勤務地！通勤便利です。

5月1日業務スタート予定！ ※事前研修有

勤務先▶ベストウェスタンプラスホテルフィーノ千歳

時給1,000円!!

客室清掃
新規スタッフ募集

学生さん
も歓迎!!

扶養内
勤務OK

即面接・
即勤務OK！

高校生も
応募ください！

千歳 ア パ 客室清掃

［正職員･パート］保育士
資　格▶  ［正］保育士 

［パ］保育士もしくは子育て支援員研修修了者
給　与▶  ［正］月給150,000円～ 

[パ](保育士免許あり）時給1,000円 
　　（資格なし）時給950円

時　間▶ ［正］①8:00～16:30 ②10:30～19:00 
［パ］8:00～19:00の間の5h程度（応相談）

休　日▶ ［正］週休2日制（年間休日120日以上） ※シフト制 
　　　※日曜、祝日、年末年始（12/30～翌1/3)はお休みです。 
［パ］勤務日数応相談

ここのみ保育園
千歳市桂木1丁目3-20

企業主導型保育事業

千歳病院
千歳市桂木1丁目5-6

［正職員］介護職員（入所）
資　格▶介護福祉士
給　与▶ 月給150,000円～  

※別途夜勤手当支給 
★処遇改善手当支給（年3回）

時　間▶ ①7:00～15:30 ②9:00～17:30 
③11:00～19:30 ④17:00～翌9:30

休　日▶ シフト制（年間休日120日以上）

［正職員］看護師・准看護師
資　格▶看護師または准看護師
給　与▶ ［看］月給210,000円～ 

［准］月給185,000円～ 
※別途夜勤手当支給

時　間▶ ①9:00～17:30 ②17:00～翌9:30 
③10:30～19:00  
※①～③のシフト制

休　日▶ シフト制による週休2日制 
（年間休日120日以上）

クリアコート千歳
千歳市桂木1丁目5-7

介護老人保健施設 

医療法人 資生会 〒066-0067 千歳市桂木1丁目5-7

（千歳病院）岩渕

（クリアコート）澁谷
（保育園）小向☎27-3232

☎40-0700電話連絡の上、写真付履歴書を下記住所へ送付ください。
《受付/平日（月～金）9:00～17:00》

職員募 集

医療法人 資生会

年間休日120日以上 事業所内保育施設あり

ホームページにて、
求人情報随時更新中♪

千歳 正 パ 下記参照

アーモンドアイ
デイープインパクト
ジェンティルドンナ 等

勇払郡安平町早来源武275

行こう！ いいホース

0120-15-1143
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！

年2回
ミニボーナス
支給

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）

牧場
作業

朝 の 3 時 間 だ け ！

スタッフ募集!!

《職場見学もOK！》

直接馬に触れる作業はありません。

Wワーク
OK！

週5日 or 週6日
働き方選べます！

安平 パ 牧場作業

掃き掃除

寝ワラの交換

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
お仕事に興味はありませんか？

長期で勤務
できる方歓迎♪

恵庭 正 セレモニースタッフ

※未経験者可

高時給!

◆組立専属ライン従事者
仕　事▶ 農業機械のトレーラー組立作業
給　与▶時給1,440円 ※残業手当別途支給
時　間▶ 8:00～17:00(実働8h)
休　日▶ 土日祝(年間121日+特定年休5日)
期　間▶即日～　※長期継続有
待　遇▶ 社会保険完備、有給休暇制度、交通費規

定支給、制服貸与、車通勤可(駐車場完備)
勤務先▶ ㈱IHIアグリテック構内 

(千歳市上長都1061-2)

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内

電話連絡のうえ、写真付き履歴書をお持ちください。
随時面接致します。

☎0123-22-4368
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

時
給1,440円

お気軽にお問合せください★

千歳 派 組立スタッフ


