
2021年4月23日（金）ちゃんと 12

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�
②12:00～17:00�
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。

フリーターフリーターさん、さん、
主婦（夫）主婦（夫）さんさん

歓迎!!歓迎!!

恵庭島松東町店 恵庭市島松東町3丁目7-8

島松東町店
担当/佐々木

☎37-8355【受付時間/10時～18時】

島松東町店 島松東町店 スタッフ募集!!スタッフ募集!!

残り 残り 
わずか!わずか!

恵庭 ア パ 店内業務

正社員2職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

時　間▶�日勤/8:00～17:00（実働8h）��
　　�※時間外勤務有�
隔日勤務/8:00～24:00�
　　　　�※早出・時間外勤務有�
※�日勤・隔日勤務のシフト制

休　日▶シフト制
給　与▶�月給15万円〜��

※売上により歩合給追加支給
資　格▶�普通二種以上�

ハイヤー
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍できる!

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶�トラックでの配送業務
時　間▶�7:00～16:00��

※早出、時間外勤務有
勤　務▶�週5～6日�※シフト制
給　与▶�4t/月23万円〜��

8tクレーン付き/月25万円〜
資　格▶�中型免許

恵庭 正 トラック乗務員、ハイヤー乗務員

仕　事▶�建設現場内の片付け、清掃、�
及び運搬等の作業

資　格▶�経験者優遇、未経験者歓迎、�
要普通免許(AT限定不可）

給　与▶�経験者/時給1,250円〜�
未経験者/時給1,000円〜

時　間▶��8:00～17:00��
※残業の場合有

勤　務▶�週1～3日程度��
★土曜日も出勤できる方歓迎

千歳市住吉
1丁目4-11

〈まずはお気軽にお電話ください。担当/野原〉

☎0123-49-2041
しょうわけんせつ

正和建設株式会社

ＷワークＷワーク
OK!�OK!�

●�誰にでも�
できる作業♪

●�経験者歓迎!

作業員募集!!

白いロゴがここにある

千歳 ア 作業員

札幌市中央区北2条西2丁目26番地　道特会館5F 0120-278-0880120-278-088C・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!!

客室客室清清掃掃
新規スタッフ募集新規スタッフ募集

学生さん学生さん
も歓迎!!も歓迎!!

扶養内扶養内
勤務OK勤務OK

即面接・即面接・
即勤務OK！即勤務OK！

高校生も高校生も
応募ください！応募ください！

千歳 ア パ 客室清掃

生活情報紙 「ちゃんと」 の営業スタッフを募集します。

営業営業 募 集募 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

グルメファッション

エンタメビューティー

正社員
あなたのあなたの「好き！」「好き！」を活かしませんか？を活かしませんか？

千歳・恵庭 正 営業

［パート］介護職員
資　格▶�無資格OK（介護職員初任者研修修了、介護福祉士資格あれば優遇）
給　与▶�介護福祉士/時給1,200円〜�

初任者研修修了/時給900円〜�
無資格・未経験者/時給880円〜

時　間▶�［日勤］①7:00～16:00�②9:00～18:00�③10:30～19:30�
［夜勤］④18:00～翌9:00��
★すべてのシフトに入れなくてもOK！�
　日勤のみ・夜勤専従等、幅広くご対応致します。

休　日▶�シフト制
待　遇▶�社保完備（勤務による）、昇給有、交通費規定支給、有給休暇（100%消化可能）、

車通勤可（無料駐車場有）、処遇改善加算手当（年2回支給）、正社員登用制度有

★看護師/パートも募集中!!　時給1,300円

身体ケアのないグループハウスでのお仕事もあります。
お気軽にお問い合わせください。

㈱サンボウグループホーム�ぬくもりの里 千歳市住吉４丁目８番１４号

夜勤帯≪夕〜翌朝のケア≫
夕食の片付け、
就寝準備手伝い、 
夜間の見守り・ケア、
朝食準備等

お買い物・
医療施設受診同行、
身体ケア、
食事・入浴介助、
食事の調理、
お話し相手等

日勤帯≪生活サポート≫

未 経 験
！歓 迎

のあるケアに携わって
くれる仲間を募集します♪

介護に興味のある方、
ぜひご応募ください！

【新型コロナウイルス感染症対策万全】 安心して働けます。

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。
受付/9時～18時（人事担当直通）090-3399-5886

ぬくもり
千歳 パ 介護

恵庭

山崎製パン㈱札幌工場恵庭市
恵南10-1

◆工場内【ヤマザキショップ】売店スタッフ
仕　事▶�工場内売店における販売・在庫管理

（作業制服・日用品・食品等の販売、�
在庫量に応じた発注業務等）

資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�7:00～15:30、10:30～19:00
勤　務▶�月15日～（シフト制）
給　与▶時給950円
資　格▶�未経験者歓迎
待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、格安食堂、�
賞与年2回（夏・冬）、昇給あり、有休あり

★中央バス｢山崎製パン札幌工場前｣から徒歩5分受付/9～18時　人事採用担当まで
☎0123-34-1128応

募

にぎやかなメンツでにぎやかなメンツで
お迎えします！お迎えします！

未経験者歓迎!

パート

パ 販売

売店売店スタッフスタッフ
募集!募集!

★★休憩室で休憩室で無料Wi-Fi無料Wi-Fiが使えます!!が使えます!!

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭

電話連絡またはメールでご応募ください。
受付/9～18時
担当/関澤☎0123-25-6207

�kitaeroom-eniwa@aroma.ocn.ne.jp

資　格▶要普免�※介護福祉士資格があれば尚可
給　与▶�［正］月給170,000〜220,000円（各種手当含む）�

　　※介護福祉士は+10,000円�
［パ］時給1,061円〜�※介護福祉士は+100円

時　間▶�［正］8:00～17:00��
［パ］8:20～17:00�※実働7.25h

休　日▶�［正］日曜、祝日を含む4週9休制�※年末年始休暇有�
［パ］日曜、祝日�※週3日程度の勤務（応相談）�※シフト制

待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、マイカー通勤可、�
試用期間3ヶ月有、�
［正社員のみ］賞与年2回･昇給有（業績による）

資　格▶要普免、柔道整復師
給　与▶�月給180,000〜230,000円（資格手当含む）
時　間▶�8:00～17:00
休　日▶日曜、祝日を含む4週9休制�※年末年始休暇有
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、マイカー通勤可、�

試用期間3ヶ月、賞与年2回･昇給有（業績による）、�
柔道整復師資格手当支給（月10,000円）

正職員・パート デイサービス介護職員

正職員 機能訓練指導員
恵庭 正 機能訓練指導員正 パ 介護職員

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･技能手当有
★資格取得支援制度有★資格取得支援制度有

正社員登用制度有!!

現場現場スタッフスタッフ
募 集

千歳 契 パ 現場スタッフ

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！

仕　事▶�受付や応対、お茶出し業務、その他事
務作業（データ入力、郵送物の受け取
り･送付、お礼状の送付等）。

資　格▶�未経験者歓迎、PC入力ができる方
給　与▶�時給1,000円
時　間▶�9:00�or�9:30～15:30�or�16:00

（休憩1h）
休　日▶�土日祝

待　遇▶�社会保険完備、交通費規定支給、残業
手当（1分単位）、通勤手当、昇給有、賞
与有（年2回）、有給休暇、試用期間3ヶ
月有、社員旅行・新年会・打ち上げ等の
各種イベント有

勤務先▶�ノーザンファーム早来�
（安平町早来源武275）

受付･庶務
パートさん募集!

20～30代の女性活躍中!!
未経験でも 時給1,000円

明るく元気で、物事に真剣に取り組む、やる気のある方を歓迎します！

勇払郡安平町早来源武275勇払郡安平町早来源武275

昇給･賞与
あり!!

安平 パ 受付、庶務

千歳市柏台南1丁目3番1（千歳アルカディア・プラザ3F）�

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎011-271-1749
担当/［用務員］長谷川、［管理］佐藤

応募�

千歳営業所
受付/8:45～17:30

経験や資格が活かせる!経験や資格が活かせる!

学校用務員学校用務員
管理管理スタッフスタッフ

募集!募集!

正社員

契約社員

学校用務員

複合施設の総合管理スタッフ

男性男性
活躍中!!活躍中!!

仕　事▶�学校施設管理、清掃、事務管理、学校行事業務
資　格▶�要普通免許、危険物取扱者甲種又は乙4種（必須）
給　与▶月給134,750円
時　間▶7:30～16:00　※実働7.5h
勤　務▶月20日程度　　　　　　　　休　日▶土日祝
待　遇▶通勤手当、燃料手当支給、賞与有
勤務先▶千歳市立東千歳中学校

仕　事▶�事務処理全般・巡回点検・修繕工事（立合い管理）・
テナント管理（対応）、簡易的な営繕・作業等。�
その他付随業務有。

給　与▶月給165,000円〜
時　間▶�①8:00～17:00�②11:30～20:30�

※①②シフト制（実働7.25h）
勤　務▶�シフト制（月22～24日）
待　遇▶�正社員登用有、交通費規定支給、各社保完備、�

制服貸与、試用期間2ヶ月（同条件）
勤務先▶千歳市千代田町7丁目1789

正社員

契約
社員

千歳 正 学校用務員契 管理
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