
2021 年 4 月 30 日（金） ちゃんと11

仕　事▶�電気設備工事（恵庭市内及び近郊）
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇、要普通免許、�

電気工事士二種以上
給　与▶�月給180,000～300,000円以上　 

※能力・経験による
時　間▶�8:00～17:00�※実働8h
休　日▶�日・祝、お盆、年末年始、他（社内規定による）
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、無料駐車

場有、制服貸与、賞与年2回、寒冷地手当支給、�
永年勤続表彰制度有

恵庭市緑町2丁目
10番10号槌本電設工業 株式会社

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-33-1151受付/9～17時
担当/槌本

資格資格を活かせる!!を活かせる!!正社員
恵庭 正 電気設備工事

まずはお気軽にお電話ください。面接は現地で行います。

◆売店スタッフ
仕　事▶�自衛隊内にある売店での品出し・�

レジ・清掃等の店内業務全般。
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給886円～
時　間▶�[平日]9:00～20:00の間で4～5h�

[土・祝]10:00～15:00��
[日]9:00～18:00の間で5～6h

勤　務▶週4～5日
待　遇▶�雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可（無料

駐車場有）、制服（エプロン）貸与、有給休暇、試用
期間3ヶ月有

勤務先▶�東千歳駐屯地�東厚生センター内

千歳市祝梅1016
☎0123-40-2531
㈲ティーワイコーポレーション 東千歳店

担当/五
い か り
十里

千歳 パ 店内業務全般

未経験者歓迎!未経験者歓迎! 期　間▶令和3年5月～令和4年3月
仕　事▶�【夏季】施設の維持業務、管理施設の草刈り、�

　　　グラウンド整備ほか�
【冬季】�青空公園スケートリンクの造成・施設の

　　　　　　　維持業務、利用受付ほか
資　格▶高等学校卒業以上、要普通自動車免許
給　与▶月152,500円
時　間▶�8:45～17:15�※実働7時間45分�

※1月、2月は早・遅番のシフト制
休　日▶�4週8休�※1月、2月は土日祝を含むシフト制
待　遇▶�各社保完備、有給休暇、通勤手当（規程による）、�

制服貸与（規程による）

担当/内山
受付/平日9～17時☎0123-24-2100

〒066-0042
千歳市東雲町2丁目34番地西庁舎内千歳市体育協会

(公財)(公財)千歳市体育協会千歳市体育協会のの臨時職員臨時職員をを募集します！募集します！

＊�募集要領は、当協会の窓口およびホームページで�
入手できます。（http://www.chitose-taikyo.or.jp/）

公益
財団法人

電話連絡の上、写真付履歴書・運転免許（写）を郵送もしくはお持ちください。

千歳 臨 施設管理
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仕　事▶�ビニールハウス内軽作業、ニンニク選別作業
資　格▶�未経験者歓迎、要普免（AT限定不可）
給　与▶時給900円～
時　間▶��8:00～17:00�※応相談
休　日▶�土、日�※その他応相談
待　遇▶各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶長沼町他、近郊町村�

長沼町東5南7�
（道の駅�マオイの丘公園から車で約3分）

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

090-2692-2924
丸勝農場

担当/福島

農作業・選別 農作業・選別 
スタッフ募集スタッフ募集

★正社員同時募集

未経験者歓迎!!経験者優遇!未経験者歓迎!!経験者優遇!

その他 ア パ 農作業

勤務先▶千歳乃湯�えん（千歳市真々地3丁目）
仕　事▶浴場、脱衣所等の清掃及びボイラーの簡単な操作
資　格▶車通勤可、未経験者歓迎
時　間▶�5:30～9:00��

※実働3.5h（時々0.5hの早出有）
給　与▶時給900円
勤　務▶週3日～（シフト制）�※年中無休
待　遇▶労災保険、交通費規定支給

清掃員清掃員
募集!!募集!!

日本管財サービス株式会社
〒066-0015　千歳市青葉8丁目3番1号

担当/高倉☎0123-24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください｡

60代の方60代の方
活躍中!活躍中!

千歳 パ 清掃

仕　事▶��病院の夜間受付業務
期　間▶有期契約（6ヶ月）�※更新有
給　与▶��時給900円 ※22時～翌5時は深夜割増有�
時　間▶�①17:15～翌8:45（実働8.5h）�

②8:45～17:15（実働7.5h）�
③8:45～翌8:45（実働14.5h）

勤　務▶�週2～3回、シフト制
待　遇▶�労災・雇用保険加入、車通勤可（無料駐車場有）�
勤務先▶�千歳市東雲町1丁目11番

札幌市中央区南1条
西7丁目12�都市ビル2F�

☎011-271-5038
北光管理サービス

【受付/平日9～18時】��担当/小松
株式
会社

未経験者歓迎!未経験者歓迎!

面接は現地
で行います。

千歳 パ 病院の夜間受付

［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

給　与▶時給1,000円～
時　間▶�8:30～17:20�
休　日▶��シフト制�※日数応相談
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、退職金有、�

交通費実費支給（上限有）、週払いOK（規定有）
期　間▶短期（1～3ヶ月）

千歳市 卵のパック詰め その他その他
お仕事お仕事
多数有!多数有!登録登録

出張面談します！

★3日払い･週払いOK（規定有）

Webエントリーもできる！▶
お 仕 事 探 し は ホ ッ ト ス タ ッ フ で ! !

電話だけのかんたん登録もOK!!

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

詳細は
Webで!

【恵庭市】�もやしの仕分け等/時給1,000円〜
【千歳市】�短期/野菜の仕分け/時給1,000円
【安平町】木材加工/時給1,000円〜
【長沼町】道の駅販売/時給1,000円〜

まずは登録♪

千歳・恵庭・苫小牧
北広島・安平町･他 お仕事多数！

ほっとけんさく

【恵庭市】�住宅の窓の組み立て/時給1,050円〜

だけ
でもOK!!

千歳 派 卵のパック詰め

千歳市上長都1-12 http://kuk-line.co.jp
旭新運輸開発株式会社

給　与▶ 月給245,000～303,000円  
※各種手当含む

時　間▶�①1:00～18:00の間で9h（休憩1.5h）�
②1:00～18:00の間で8.5h（休憩1h）

給　与▶�月給190,000～230,000円 
※月収例/20～23万円（手取り/手当含む）

時　間▶�8:00～16:30（休憩1h）※残業有（月平均20h程度）

★日曜・祝日お休み　★賞与年2回有！
★道内のみ・ほぼ固定の配送！ 毎日自宅に帰れます。

★ 日々の車両・荷物のマッチング手配、 
荷主様との定期的な営業です。

男女男女ともにともに活躍中！活躍中！
働きやすい働きやすい職場です。職場です。

手取りで手取りで

決まり次第終了です!決まり次第終了です!

最終募集

配送ドライバー配送ドライバーなな
らら

安定して高収入!!安定して高収入!!
4t2323〜〜2525万円万円

配送業務<4tドライバー>（正社員） ★男女ともに活躍中

総合職〈配車営業〉（正社員）

★閑散期（冬期）でも収入安定

より安全に楽しく意見や情報を共有するために、月1回の
ミーティングと年2回の実車を用いた安全大会を開催!!

★チームミーティングと安全大会

家族で参加できる職場内の食事会で、親睦を深めましょう♬
★家族会毎年開催

★メンテナンス・タイヤ交換外注で楽チン 《正社員共通項目》
資　格▶要中型免許、未経験歓迎、経験者優遇
休　日▶�1年変形労働時間制�※年間休日87日�

※社内カレンダーによる
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、各種手当

（家族手当、業務手当、評価手当、安全手当等）、賞与
（年2回）、有給休暇、各種免許取得費用会社負担、互
助会有、クラブ有まずはお気軽にお電話ください。

面接時に写真付き履歴書をお持ちください。
【受付/8～17時】
��担当/岩田☎40-6007

千歳 正 4tドライバー、総合職

准

問い合わせだけでもOK！
［担当］
山崎☎0123-23-4111

正
看護師募集看護師募集
●年間休日120日
　以上!!

医療法人
同仁会 千歳第一病院

千歳市東雲町1丁目11 http://www.dojinkai-group.com/

◆正看護師［正職員・パート］
給　与▶�正/月給210,000～324,000円　 

パ/時給1,450円

◆准看護師［正職員・パート］
給　与▶�正/月給185,000～252,800円 

パ/時給1,190円

※該当病棟勤務の場合

〈共通項目〉
資　格▶�正・准看護師資格、経験者優遇(条件有)
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10,000円）、
救急手当（1回2,000円）

勤務先▶�◇千歳第一病院（千歳市東雲町1丁目11）�
�◇向陽台病院〈療養型〉�
　（千歳市若草1丁目10-11）

千歳 正 パ 正・准看護師

●特殊勤務手当有
　（1日3,000円）

勤務開始日応相談に合わせて、連休明けの面接・勤務開始も可

働き方が
選べる
正社員
パート

恵庭市恵み野里美1丁目1-21
ポラリス恵み野駅前205号（恵み野駅より徒歩1分）

日給日給9,5009,500円円〜〜未経験でも未経験でも

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。 ☎0123-29-6755
有限会社プラス 恵庭営業所

（恵庭営業所）

◆アルバイト【短期/長期】【日勤/夜勤】選べます！
期　間▶�希望の期間をお知らせください。�

長期/3ヶ月～��※短期もOK
給　与▶ 未経験者/日給9,500円～ 

有資格者/日給10,000円～ 
※車両保持者は+200円 ※短時間保証有　
　（4h未満/日給の60%、4h以上/全額支給）

勤　務▶�週2日～希望日数�
※1週間前に休みを申請していただきます。�
　希望休や土・日曜休み等も可能。�

◆契約社員
給　与▶�基本給/月170,000円～+諸手当 

※月20日勤務未満でも給与保証 
　【月収例/月20日+3日勤務の場合 
　17万円＋3日分日給25,500円 
　＋深夜手当36,639円＋残業手当10h　
　（13,281円）＋交通費16,100円 
　＝月261,520円以上可能

勤　務▶月20日（シフト制）
休　日▶原則日曜�

資　格▶�18歳以上（警備業法により年齢制限が設けられている為）、未経験者歓迎、定年者歓迎、扶養内・WワークもOK
時　間▶�①8:00～17:00　②20:30～翌5:30　※日勤のみ・夜勤のみOK、希望考慮
待　遇▶�各社保完備、日払い可(規定有）、寮完備（家具・家電付き1人部屋）、社員登用制度有、制服・備品支給（防寒・

暑さ対策）、法定研修20h/17,220円、交通費規定支給(研修中500円/1日）、残業・深夜・車両・資格手当
勤務先▶�恵庭・千歳・北広島市内、他現場直行直帰　★本社、江別事業所も募集中�（札幌市内全域、江別、石狩市）�

★警備会社に入社する際必要な法定書類の費用も全額負担します！

共
通
項
目

5名5名募集!!募集!!破格破格のの給与設定給与設定でで
交通誘導員交通誘導員男女ともに男女ともに活躍できる活躍できる

札幌・江別札幌・江別でもでも
募集中!!募集中!!

●本社/札幌市北区北11条西2丁目（地下鉄北12条駅より徒歩2分）�☎011-747-8116�●江別事業所/江別市大麻新町22-2新町ハイツ407�

日給日給10,00010,000円円〜〜
有資格者なら有資格者なら

千歳・恵庭・他 契 ア 交通誘導員

仕　事▶�コインランドリー内の日常清掃業務�
（床面の掃き拭き、ガラス清掃、洗濯・乾燥機内ドラム清掃等）

時　間▶�8:00～15:00の間の1.5h
給　与▶時給1,000円
勤　務▶週3～4日
待　遇▶エプロン貸与
勤務先▶�①コインランドリー千歳北陽店/千歳市北陽1丁目�

②コインランドリー千歳清流店/千歳市清流2丁目

(株)東洋実業 千歳営業所
千歳市千代田町6丁目20�第12ふじやビル4F

清掃清掃
スタッフスタッフ

各各1名1名
募集募集

☎22-5280 採用係

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

時間・日数ともに、
お気軽にご相談ください！

千歳 パ 清掃

まずは電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市桜町
3丁目9-1 ☎34-0708 【受付/9～17時】

担当/小原

《共通項目》
給　与▶�月給190,000円～＋各種手当 

★賞与年2回（6月・12月） 
★処遇改善手当Ⅰ年1回支給

時　間▶�平日/8:15～17:15　�
土曜/9:15～18:15�
※上記の時間で週40h勤務のシフト制

休　日▶�4週6休（日祝他、隔週土曜）、年末年始�
※年間休日105日

待　遇▶交通費規定支給、各社保完備、退職金共済

❶ 臨時職員:時給1,200円（フルタイム歓迎）
同
時
募
集

❷ 臨時職員:月給160,000円以上　 
 　パート: 時給1,000円 

※お子さんの幼稚園の時間帯での就労�
　も可能!!（例9:00〜14:00まで等）

【正社員】❶看護師
資　格▶�看護師資格

【正社員】❷保育教論
資　格▶�保育士免許、幼稚園教諭免許

【パート】保育補助
資　格▶�無資格OK、子育て経験等がある方
給　与▶時給900円
時　間▶�例/8:30～14:30、14:00～18:00等�

※応相談
休　日▶土曜・日曜・祝日
待　遇▶�交通費規定支給、雇用・労災保険、�

試用期間1ヶ月有

嬉しい好待遇♪嬉しい好待遇♪
手当充実!!手当充実!!

看護師看護師
保育教論保育教論
保育補助保育補助

正社員

正社員

パート

恵庭 正 看護師、保育教論パ 保育補助
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