
2021 年 4 月 30 日（金）ちゃんと 12

㈱西洋軒
千歳市千代田町1丁目1-7

☎23-2216電話連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。【担当】岩崎

RESTAURANT

SEIYOKENSEIYOKEN

仕　事▶�まかない作り、洗濯等
資　格▶�未経験者歓迎、60歳まで�

(定年雇用止めのため)�
※再雇用制度有/65歳まで

給　与▶�日給6,500～6,700円  
※頑張り次第で昇給有

時　間▶�8:30〜16:30（休憩有）
勤　務▶週2〜3日（シフト制週2〜3日（シフト制�））
待　遇▶交通費補助有

急募 
2名 炊事係炊事係

長く安定長く安定してして

働けます!働けます!

女性女性
歓迎歓迎

扶養内扶養内
OKOK

家庭料理家庭料理ができればOK！ができればOK！

千歳 パ 炊事係

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶�時給900円
勤　務▶�月、火、水
時　間▶�平日/7:30〜10:00�

祝日/6:30〜9:00
�待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、有給休暇有
勤務先▶�恵庭市恵み野里美2丁目�

（JR恵み野駅西側）

清掃スタッフ清掃スタッフ募集!!募集!!

二幸産業 〒060-0031
札幌市中央区北1条
東2丁目5-2
札幌泉第１ビル☎011-241-2580

電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。

北海道支社 担当/畠山

株式
会社

WワークWワーク
OK!!OK!!

朝の時間を朝の時間を
有効に!有効に!

恵庭 パ 日常清掃

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

未経験者可
高時給!

千歳市上長都1061-2 ㈱IHIアグリテック内
三好梱包商事㈲ 千歳事業所

一般労働者派遣事業(派01-301226)

お電話の上、面接時に写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4368
※ＧＷの為4/29～5/5までお休み

◆農機械の組立スタッフ
給　与▶�時給1,440円 ※残業手当有（25％割増）

◆溶接工（経験者）
仕　事▶農機部材の半自動溶接作業
給　与▶�時給1,700円 ※残業手当有（25％割増）
《共通項目》
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〜�※3ヶ月更新（長期継続予定）
待　遇▶�各社保完備、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 派 工場作業

初めての方も安心サポート!

〒059-1434　勇払郡安平町早来富岡129番地

090-6212-8125
社会福祉法人
富門華会 第二富門華寮

だ い に も んふ け りょう

仕　事▶�盲障がい者支援施設での利用者（女性中心）の支援
資　格▶�要普免　　　　　　休　日▶�週休2日
給　与▶�月給16～18万円
時　間▶�8:00〜17:00、他3パターン（応相談）
待　遇▶�雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、車通勤可、

交通費規定支給、寒冷地手当、住宅手当、�
賞与有（3ヶ月分）

まずは、お気軽にお電話ください。

千歳駅から車で約20分!
※道路状況による

担当/廣川担当/廣川

安平 契 生活支援員

恵庭市恵み野西2丁目2-16 恵み野ビル1F

☎37-6766 (受付時間14:00〜24:00)

仕　事▶ホール兼洗い場業務
資　格▶18歳以上、経験者優遇、高校生不可
給　与▶�時給950円 ※22時以降/時給1,190円 

(試用期間3ヶ月/時給870円) ※完全日払い制
時　間▶18:00〜23:00（応相談）
勤　務▶金･土を含む週2〜4日程度
応　募▶�電話連絡の上､写真付履歴書を�

お持ちください。

長期勤務可能な方歓迎!!長期勤務可能な方歓迎!!

時給
950円

恵庭 ア パ ホール兼洗い場

仕　事▶�アパート、マンション共用部分の清掃
資　格▶�車で移動出来る方、�

未経験歓迎、要普通免許
時　間▶�8:00〜17:00（フリータイム）�※週10h程度
給　与▶�時給900円
勤　務▶�月〜金曜の間で応相談
休　日▶�土・日、祝日、ＧＷ、お盆、年末年始
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可
勤務先▶�千歳市内

清掃清掃スタッフスタッフ

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｡

募募
集集

千歳 パ 清掃

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株式会社道央環境センター 恵庭市本町恵庭市本町
27番地27番地

☎0123-34-0740応 募

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

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

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

フルタイム
パート 清掃・厨房清掃・厨房スタッフ募集!スタッフ募集!

給　与▶�時給870円
時　間▶�①8:00〜12:00�②13:00〜17:00�

※①②シフト制（実働4hもしくは8h）
休　日▶�日曜、祝日、他

清掃/恵庭南病院 ★扶養範囲内パート

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

☎22-5378
携帯電話に連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。委細面談。

080-2862-0133

小林農園 〒066-0002
千歳市釜加545-3

仕　事▶�主に大根の機械洗浄や箱詰め�
作業等の軽作業

期　間▶即日〜10月末位まで(相談可）
資　格▶�未経験者歓迎�

★公共交通機関が不便な為車通勤出来る方
時　間▶�8:00〜17:00
給　与▶�時給865円～　※試用期間1ヶ月有  

※経験・能力により優遇
休　日▶週2〜5日程度(勤務応相談)
待　遇▶車通勤可､交通費規定支給

経験・能力により優遇 !

短期・ 短期・ 
WワークWワーク

OK!!OK!!

GW明けGW明け
からのからの

勤務も可勤務も可

軽作業 軽作業 
スタッフ募集!スタッフ募集!

千歳 パ 軽作業
即日〜

10月末まで

㈱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

◆水産 ★お寿司・惣菜製造のお手伝いです。
給　与▶�［一般］時給917円　 

［学生］時給871円
時　間▶7:00〜11:00

◆レジ ★勤務日数応相談
給　与▶�［一般］時給900円　 

［学生］時給871円
時　間▶14:00〜18:00

◆デリカ ★勤務日数応相談 
　　　　 ★土・日のみでも可能
給　与▶�［一般］時給919円　 

［学生］時給871円
時　間▶�①8:00〜12:00　�

②14:00〜18:00

応募 ☎26-6660 [担当]店長

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店

スタッフ募集!スタッフ募集!
web応募電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

千歳 ア パ 店内業務

＼仕事探すなら／

春
に
お
仕
事

春
に
お
仕
事

見
つ
け
よ
う

見
つ
け
よ
う

WEBで手軽におシゴト探し 外出先でも

検索ちゃんと 求人ナビ

いつもの
移動時間

でも

毎週木曜日
更新中！

https://chanto.biz/qnavi/

①

限定公開案件も有!

皆勤賞あり！1ヶ月休まず
がんばろう！
★ 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！

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）

★年齢不問！　★短期OK!!
★自分のペースで仕事ができる！
★密にならない♪

配布員募集配布員募集

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

千歳市 恵庭市

恵み野北7丁目

恵み野西6丁目

中島町3･4･5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

白樺5丁目

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ


	12_q04

