
2021年4月16日（金）ちゃんと 8

千歳・恵庭・他 パ 新電力サービス訪問調査スタッフ

のりこハウス

パート

恵庭市駒場町
6丁目1-1

教育期間が約1ヶ月ありますので、安心して働けます♪
★正職員への登用も有!

介護職員
募集!

仕　事▶ グループホームに於いて認知症高齢者への食事
作り、入浴、排泄、食事介助等の介護業務全般

資　格▶ 有資格者歓迎、無資格でも応募可
給　与▶ 時給961円～（処遇改善手当含む） 

※夜勤手当有/1回5,000円 
※介護職員等特定処遇改善手当（毎月支給）

時　間▶  早番/7:00～16：00 
日勤/8:30～17:30 
遅番/①10:00～19:00 
　　 ②10:30～19:30 
夜勤/17:00～翌9:00

休　日▶ シフト制（月8日程度） 
待　遇▶ 社保完備、交通費規定支給、車通勤可

まずはお電話ください。

☎35-2117 受付/9～17時　 
担当/柳谷（ヤナギヤ）

勤務時間
応相談

恵庭 パ 介護職員

緩和ケアクリニック・恵庭グループ施設

仲が良く
環境が良いです♪ ◆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
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

080-2733-5561
（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。

週2日～
OK!!

勤務日・時間
応相談

担当/山田
受付/8～18時

残りわずか！

急募

〈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

千歳 パ 生産加工、農作業

㈱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
1丁目1-66千歳店

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!

デリカ・レジ部門も募集中!!

千歳 ア パ 下記参照

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶即日～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～17:00 ※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可（無料駐

車場有）、残業手当有

★随時面接致します
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

大歓迎!!

すぐ働けます!

時給950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
さん

恵庭 派 野菜の選別

札幌市中央区南7条西10丁目1029
株式会社ベルックス 警備事業本部

担当/羽田野・大谷

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎011-531-4411

仕　事▶ 病院施設での警備 
（受付業務、出入管理、巡回業務）

資　格▶ 未経験者歓迎
時　間▶ 平日/17:00～翌8:00(実働11.5h) 

土日祝/9:00～翌9:00(実働19.5h) 
※シフト制

給　与▶ 時給900～950円
休　日▶ シフト制
待　遇▶ 雇用保険、社会保険完備、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与

◆病院施設警備（千歳市東雲町）

施設 
警備員募

集

未経験者 
歓迎!!

千歳 契 施設警備

清掃/ラ･デュース恵み野パート
給　与▶ 時給870円
時　間▶ 8:00～14:00の間で実働2.5～5.5h
休　日▶シフト制 ※勤務日要相談

給　与▶時給920円
時　間▶ 18:00～22:00
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

株式会社道央環境センター
恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

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

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

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

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）
フルタイム
パート 清掃・厨房スタッフ募集!

千歳・その他 派 ①コンクリート製品の製造 ②住宅用サッシの製造 ③設備OPと補助作業

＼仕事探すなら／

♡

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

恵み野東
5丁目

恵み野西
4丁目

恵み野西
6丁目

中島町
4丁目

黄金南
1丁目

美咲野
3･4丁目

富丘
4丁目

住吉
１丁目

豊里
2丁目

春日町
3丁目

真々地
1丁目

白樺
5丁目

恵庭市千歳市
千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

勤務日は相談の上決定。希望収入をお聞かせください♪

タクシードライバー募集!

〒066-0015　千歳市青葉6丁目14-6

千歳昭和交通㈱
担当/古瀬☎22-0866

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

資　格▶ 未経験者歓迎、要普通免許
時　間▶ 日勤:例/5:00～16:00　 

★5～8時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後 
夜勤:例/18:00～翌5:00 　 
★18～20時の間に出勤し、帰庫は出庫から10時間半後

休　日▶週休2日
給　与▶ 完全歩合制　日勤/月180,000円～　 

　　　　　　夜勤/月220,000円～　 
※入社後1年間は給与保証有(当社規定による）

待　遇▶  各社保完備、入社祝金制度（10万円）、制服貸与、
退職金制度、車通勤可（駐車場完備）

●週休2日だから
　プライベートも充実！
●退職後の方も歓迎します!

※入社後1年間は給与保証有 
　(当社規定による）

最新カーナビ導入で
未経験でも安心♪

千歳 嘱 タクシー乗務員

時給1,200円～
●実務経験がある方
● 保険請求事務や医療事務等の 
資格をお持ちの方

正 職 員 登 用 実 績 あ り

〒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

◎電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。 

https://www.foryou-hp.or.jpWeb応募なら24時間365日受付OK▶

（医）豊友会 

千歳豊友会病院
Chitose Houyukai Hospital

準職員 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

正職員 透析看護師

《共通項目》待　遇▶ 交通費規定支給、車通勤可、制服貸与

準職員 医療事務員
仕　事▶医療事務業務
資　格▶  経験者優遇
給　与▶  時給1,200円～
時　間▶ 月・火・木・金/8:45～17：30 

水・土/8:45～12:45
休　日▶日曜・祝日

医療事務
スタッフ募集

こ
ち
ら
も
募
集
中

大
歓 迎

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

千歳 正 透析看護師準 医療事務員、看護補助者


