
2021 年 5 月 7 日（金）ちゃんと 8

野菜のカットやパック詰め、並び替え、
値段付けなど 簡単な作業です！

業務
スーパー

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

☎0123-25-5415 担当/内藤　
受付/8〜17時

千歳市北信濃783-1㈱ベジフル北海道 店舗運営部

扶養内扶養内
勤務OK♪勤務OK♪

◆野菜・果物売り場の管理全般
資　格▶�要普免、経験不問
時　間▶�①7:00〜11:00（実働4h）�

②8:00〜12:00（実働4h）�
③14:00〜18:00（実働4h）

給　与▶�時給890円　　
勤　務▶�週4〜5日�※応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給
勤務先▶�ベジフル北海道［千歳］�

※業務スーパー千歳店内（千歳市北信濃783-1）�
※状況により恵庭店での勤務有

千歳 ア パ 野菜･果物売り場の管理全般

未経験者未経験者
歓迎!!歓迎!!

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

仕　事▶野菜のカット等の加工業務
資　格▶�未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶6:00〜15:00の間で応相談
休　日▶�日・祝、GW、お盆、年末年始　�

※祝日出勤の場合有
待　遇▶�各社保完備（勤務時間による）、�

交通費規定支給、車通勤可

☎0123-40-1010 ［受付］
9〜16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工

未経験者歓迎! 時間応相談♪
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

☎46-2221応募
かまど円山 新千歳空港店
千歳市美々新千歳空港ターミナルビル3F

担当/さいとう

ハンバーグ
レストランで ア ル バ イ ト

【正社員】キッチン同時募集!
★月収15〜23万円 ※経験による ★休日日数は要相談

千歳 ア 店内業務

◆ホールスタッフ　◆キッチン補助
資　格▶�未経験者歓迎、経験者優遇
給　与▶� 時給861～1,100円 

※高校生/時給861円～ 
※試用期間1～3ヶ月有/時給861円

時　間▶10:30〜20:30の間でシフト制
休　日▶�シフト制、応相談
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、昇給有、�

制服貸与、正社員登用制度有
正社員正社員
登用有登用有

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

すぐ働けます！

明るくて元気な方大歓迎♪
仕　事▶�農産物及び農畜産物加工品の販売
資　格▶�未経験者歓迎、高校生不可、土日祝勤務できる方
給　与▶�時給865円
時　間▶�8:00〜20:00の間でシフト制（実働8h）
休　日▶��週1〜2日、シフト制
待　遇▶��社保完備、交通費支給
勤務先▶�JA道央�新千歳空港店

まずはお電話ください。 

☎21-8160☎21-8160
（受付/平日9〜17時）

担当／福本・高

恵庭市島松仲町2-10-14JA道央グループ（株）ジャンス

JA道央 
新千歳空港店 パート募集!!パート募集!!
千歳 パ 販売

給　与▶�時給861円
時　間▶�日/19:00〜23:30�

月・火/19:00〜23:00
勤　務▶日、月、火
待　遇▶�労災保険、交通費規定支給、車通勤可

（無料駐車場有）、制服貸与、従業員割
引有（一緒に来店した家族も対象）、仕
事終わりの温泉入浴無料、深夜割引有

恵庭 パ 浴場管理

浴場管理浴場管理
スタッフ募集!スタッフ募集!

扶養内扶養内
勤務です勤務です

恵庭市戸磯恵庭市戸磯
397-2397-2えにわ温泉 ほのか

担当/のぶなり☎32-2615応募

パ
ー
ト

小規模多機能型
事業所

いこい

憩の郷
さと

認知症対応型
共同生活介護事業

グループホーム

笑顔の郷

◆介護スタッフ ☆短時間勤務OK
時　間▶�短時間/6:00〜19:00の間で応相談�

�フルタイム/9:00〜18:00
勤　務▶週3〜5日
給　与▶�時給890円～  

※試用期間3ヶ月/時給870円 
※資格手当・夜勤手当別途支給 ※年2回賞与有

笑顔笑顔のの郷郷
憩憩のの郷郷

スタッフ募集!!

◆調理スタッフ
資　格▶�未経験者歓迎
時　間▶①9:00〜13:00�②9:00〜15:00�※応相談
勤　務▶応相談
給　与▶�時給880円いこい

えがおえがお

◆夜勤専属スタッフ 
時　間▶�16:30〜翌9:30　
勤　務▶�週2日�※応相談
給　与▶夜勤1回15,700円（夜勤手当含む）

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

☎26-5300

《介護職員共通項目》
資　格▶�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、土日勤

務できる方歓迎、介護職員初任者研修修了（旧
ヘルパー2級）あれば尚可

《全体共通項目》�
�待　遇▶雇用保険、交通費規定支給、社員登用制度有

千歳 パ 介護スタッフ､調理スタッフ､夜勤専属スタッフ

千歳市休日夜間
急病センター

看護師千歳市職員
正職員

★昇給･賞与有!!

☎0123-24-0502（直通） 担当/谷本 千歳市総務部職員課 千歳市東雲町2丁目34番地

資　格▶�昭和46年4月2日以降に生まれた方で、看護師免許証を有する方
給　与▶�大卒/月給209,800円　短大3卒/月給200,700円　短大2卒/月給192,400円 

※経験年数に応じて加算される場合有
時　間▶�［日勤］8:45〜17:15　［遅出］12:00〜20:30　［夜勤］16:30〜翌9:00
勤　務▶�土日祝を含むシフト制　［日勤・遅出］月8回程度　［夜勤］月7回程度
待　遇▶�扶養手当、住宅手当、寒冷地手当、通勤手当、昇給年1回、賞与年2回、有給休暇
勤務先▶千歳市休日夜間急病センター�ささえーる（千歳市東雲町1丁目8番1号）

5/5/1010月～月～2828金金

募
集

募集期間

試験日

採用日
6/6/1818金金
9/9/11水水

▶▶▶

応募の詳細については、
千歳市ホームページの
職員採用情報をご覧ください▶
千歳市�職員採用情報

千歳 正 看護師

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！
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

恵み野西6丁目

中島町4･5丁目

黄金南1丁目

美咲野3･4丁目

白樺5丁目

富丘4丁目

住吉1丁目

豊里2丁目 皆勤賞あり！1ヶ月休まず
がんばろう！

短期OK年齢不問

配布員募集

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

求人広告が掲載できます
3,300円から税込WEBなら

1週間

Excel指定フォーマットを利用しての申込なら安価で掲載可能！

掲載料金（1週間）

3,300円（税込）

フォーマット使用フォーマット使用

掲載料金（1週間）

5,500円（税込）

フォーマット不使用フォーマット不使用
（お電話・FAX等での申込）（お電話・FAX等での申込）

https://chanto.biz/qnavi/

詳細は 求人ナビ編集部 ☎0123-27-2611まで

千歳 ア パ 販売

北海道育ちのチーズ・ワインを
はじめとした逸品がたくさん！
おしゃれなセレクトショップ♪
試食・テイスティングできます！

販売スタッフ
仕　事▶�北海道産ワイン・チーズ等の販売�

（商品の販売・補充・レジ・発送の受付等）
資　格▶�未経験者・経験者共に歓迎
給　与▶�時給900円～ 

※試用期間3ヶ月/時給870円
時　間▶�7:30〜16:00、12:00〜20:30
休　日▶��月8〜10日以上�★希望に応じます！
待　遇▶��各社保完備、交通費規定支給、車通勤可�

（駐車場代補助有）、制服貸与、昇給有、�
有給休暇、館内社員割引有

勤務先▶�Wine&Cheese�北海道興農社�
（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）千歳市美々�新千歳空港国内線ターミナルビル2F

Wine&Cheese 北海道興農社

販売スタッフ販売スタッフ募集！募集！
経験者・未経験者ともに歓迎！

☎0145-26-2800
担当/田仲・笠井　【受付】平日�9:00〜17:30

まずは、お気軽にお電話ください。
面接は勤務先で行います。

見学だけでもOK! !

給　与▶�①日給2万3,700円　②日給1万4,220円
仕　事▶�公的福祉事業、ご利用者の日常生活支援
資　格▶�未経験者歓迎、無資格者も応募可能�

（1からできるまで親切に教えます。）、�
資格取得のための研修費用全額補助

時　間▶�①18:00〜翌9:00（実働9h、仮眠・待機・休憩6h)�
②9:00〜18:00(実働7h、待機・休憩2h)

勤　務▶�①②をシフト交替制、応相談
休　日▶週3日以上、応相談�
待　遇▶�有給休暇法定通り付与、交通費全額支給、社保完備、

マイカー通勤可（無料駐車場有）

恵庭市美咲野5丁目8-11

【受付/8〜20時】応募 ☎050-5897-7068
一般社団法人 HK ちとせ24

無資格
未経験者

歓迎!

2万3,7002万3,700円!円!  高収入高収入日
給❶
1万4,2201万4,220円!円!  厚待遇厚待遇日

給❷
緊急
募集

恵庭 正 パ 日常生活支援

農 作 業 収 穫 作 業
スタッフスタッフ
募集!募集!

登録制登録制ののお仕事お仕事です!です!
★登録期間1年　★継続更新可能
★Wワークもご相談ください

★性別・年齢不問

健康で体を動かすことが好きな方に
ぴったりなお仕事です♪

時
給 円〜950

千歳営農センター営農振興課
〒066-0035�千歳市高台5丁目1-15

仕　事▶�千歳市内の農家での農作業､�
収穫作業

資　格▶�健康で体力に自信のある方、�
車通勤可能な方

給　与▶基本時給950円～
時　間▶�8:00〜17:00�

（作業状況で若干の変更有）
期　間▶�10月下旬頃まで�

（12〜2月休み）
休　日▶�詳細は登録時にて�

（週2〜3日の勤務でもOK）
待　遇▶�労災保険有､交通費規定支給�

（1日350〜600円）
勤務先▶千歳市内の農家

申込連絡の際、登録日をお知らせします。履歴書は不要です。

☎0123-23-5600 担当/
草野・半澤

（受付時間�月〜金�10:00〜16:00）

千歳 パ 農作業、収穫作業
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