
2021年5月28日（金）ちゃんと 12

調理員募集!

〒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▶�施設内厨房での調理。食材カットや盛付、�
洗浄等のお仕事です。家庭料理が出来ればOK　

休　日▶�完全週休二日制　※年間休日105日
給　与▶月給150,000～180,000円
時　間▶�6:30～15:30、9:30～18:30
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

退職金制度有（1年以上勤務者）、賞与年2回有

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

家庭料理が出来ればOK♪

担当/廣川担当/廣川

安平 契 調理

おおやファーム株式会社 ★雰囲気が気になる方は
　HPをご覧ください!

〒066-0011 千歳市駒里2297

まずはお電話のうえ、写真付履歴書を郵送ください。

☎0123-40-6175 担当/総務�村上�

仕　事▶�豚が快適に過ごせる環境を整え、順調に発育する
ように管理するお仕事です。適性に合わせて①繁
殖部門②肥育部門のいずれかに配属となります。�

資　格▶�59歳以下の方（定年60歳のため）、要普通免許
給　与▶�月給205,000～235,000円＋諸手当
時　間▶�①7:30～17:00　②7:00～16:30
休　日▶�週休2日（シフト制）　※年間休日105日
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、車通勤可（無料駐車場有）、

交通費実費支給（月24,500円まで）、昼食代補助
制度有、賞与年1回、試用期間6ヶ月、再雇用制度
有（65歳まで）、福利厚生倶楽部（リロクラブ）

賞与
あり

週休
2日

農場管理
スタッフ

正社員

最先端の豚舎設備と管理技術を導入し、最先端の豚舎設備と管理技術を導入し、
クリーンで働きやすい職場を目指しています。クリーンで働きやすい職場を目指しています。

★好評の霜降りブランド豚「う米豚（うまいとん）」を生産しています。
★農場入退場時にシャワー必須とする等、衛生管理を徹底しています。
★アルバイト（時給1,000円、4〜6h勤務）も同時募集！

募集1

千歳 正 農場管理

北広島市就労支援金あり!!
※北広島市役所HPをご確認ください。

さらに

10万円支給！

★施設見学ご希望の方はお問い合わせください。

就労
支援金

北広島 正 介護

介護福祉士
正職員

給　与▶�月155,570円（資格手当込)+他手当　�
★月収例/202,070円～�
　※当社規定（世帯主・夜勤月5回の場合）�
★賞与年2回(4.0ヶ月)

時　間▶�[日勤]8:50～17:15�[早番]7:15～15:40��
[遅番]10:35～19:00�[夜勤]17:00～翌9:10

勤　務▶�4週8休�※月平均休日10日
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、送迎有、保育所利用可、�

昼食有（1食300円）

グループホーム�

雪ぼうし
介護付き有料老人ホーム�

悠々
医療法人社団 翔仁会

●ホームページをご覧ください。�http://www.shojinkai.or.jp/

採用担当応募 ☎011-376-3911

北広島市輪厚704番地16 北広島市輪厚558-143

募
集

夜勤（5,000円）、土曜500円、日曜･祝日1,000円、 
住宅（15,000円 ※上限）、家族（配偶者:10,000円、子供:3,000
円）、冬期燃料手当、通勤手当、処遇改善5,000円（賞与時一時金有）

各種手当も充実！

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
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

決まり次第決まり次第
終了です!終了です!

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）

千
歳
市

恵
庭
市

長都駅前４・５丁目

富丘4丁目

住吉1丁目

島松本町3丁目

恵み野南4丁目

恵み野西6丁目

豊里2丁目

富士4丁目

柏陽4丁目

中島町４丁目

美咲野３･４丁目

駒場町５･６丁目

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！年齢不問 短期OK

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

配布員募集

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

千歳市美々新千歳空港内�ターミナル�アネックスビル1階
東京美装北海道㈱千歳支店

入社後すぐ使える入社後すぐ使える特別有休制度特別有休制度ありあり

[正社員/設備]千歳市民病院（千歳市北光2丁目1-1）
資　格▶�1級または2級ボイラー技士乙種第4種類危険物

取扱者�※電気工事士あれば尚可
給　与▶ボイラー�1級/月給200,000円～　�

2級/月給180,000円～
時　間▶�①8:30～17:00�②17:00～翌8:00�※①②シフト制
休　日▶�週2日以上
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、制服貸与

応募 ☎0123-24-☎0123-24-37713771 090-9753-1491
平日 土日祝

一生懸命働ける方大歓迎!!
春の増員募集

資格を
活かそう!

千歳 正 設備管理

こんなこんな
資格資格

あった
んだ！

あった
んだ！

知って知って
トクトクす

るする

介護食の正しい知識や調理法を身につけ高齢者に
美味しく安全安心な食事を提案できる資格。
咀嚼や健康に不安がある高齢者のために､硬さや栄
養バランスなどに気を遣った調理法で提供するこ
とができます。
また､彩りを添え美味
しそうな食事にする
ことで､食での生きる
楽しさを与えること
ができます。
介護職の方が取得し
ています。

介護食コーディネーター

体にも心にも体にも心にも優しい食事！優しい食事！

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶�時給900円
勤　務▶�①月・火・水�②火・水��

※各1名募集
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 清掃

高時給!!高時給!!
❶溶接工・塗装工�　��★経験者のみ
仕　事▶�農機部材の半自動溶接作業や農機部品の�

吹きつけ塗装作業
給　与▶�時給1,680円�※残業手当有（25％割増） いつでも工場見学OK！

《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)

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

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

一般労働者派遣事業(派01-301226)

❸農業機械組み立て�★未経験可
❹機械加工�　　　　★未経験可

❷プレス作業�　　　★未経験可

《②③④の共通項目》
仕　事▶現場見学にて説明
給　与▶�時給1,440円�※残業手当有（25％割増）

千歳 派 工場作業

千歳市朝日町2丁目1-2 ASK GATE BLD 3F㈱アスクゲートノース 当社は「社団法人�日本生産技能労務協会」会員です。■許可番号�派01-300587

給　与▶�時給1,000円～
時　間▶8:00～16:00�
期　間▶即日～短期・長期
休　日▶�シフト制��

※週休2～4日

★出勤日数、期間の相談可能

【恵庭市北島】たまごの検品、機械洗浄

時給1,000円〜短期・長期

給　与▶�時給980円～
時　間▶�8:00～17:00�※実働7.5h
期　間▶�6月中旬～11月頃まで�

（変動の可能性有）
休　日▶シフト制（応相談）

★事前見学可能！

【むかわ町】ブロッコリーの収穫

時給980円〜

給　与▶�時給950円～�
※22時以降深夜割増有

時　間▶��①8:00～16:00�
②16:00～24:00�
※①②のどちらか相談可能

期　間▶6月中旬～12月末
休　日▶�土日��

※週休2日

★日勤・夜勤それぞれ固定勤務です！

【千歳市中央】野菜の乾燥・梱包

時給950円〜6月中旬
～12月末

6月中旬
～11月頃

オススメ!オススメ!求人求人紹介!紹介!

24時間受付OK！ 
お気軽にお電話ください。 0120-172-6420120-172-642

ご自宅近くから ご自宅近くから 
職場まで送迎有!職場まで送迎有!

アスクゲートノースアスクゲートノース
千歳・恵庭・他 派 工場内作業

《勤務先》恵庭郷土資料館/恵庭市南島松157-2
仕　事▶�日常清掃（館内共用部、事務所、展示室など）
給　与▶時給861円～
時　間▶8:30～11:30
勤　務▶火、木、土（年末年始はお休み）
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給�※車通勤は要相談

《勤務先》クラーク幼稚園/恵庭市住吉町3丁目9-1
仕　事▶�日常清掃
給　与▶時給861円
時　間▶15:00～18:00
勤　務▶平日のみ�※夏休み・冬休み期間はお休み
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給�車通勤可
《共通項目》
資　格▶�未経験者歓迎�※清掃経験あれば尚可

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。

☎0123-42-0510
郷土資料館→担当/佐藤　クラーク幼稚園→担当/黒田

応募�

千歳営業所

受付/8:45～17:30

清掃員清掃員募募
集集

恵庭 ア パ 清掃
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