
2021 年 5 月 28 日（金）ちゃんと 8

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228
協和総合管理㈱ 札幌支社

仕　事▶�ホテルの清掃管理業務全般（清掃後の点検、�
ホテルとの打ち合わせ、スタッフのシフト調整、他）

資　格▶清掃員経験者尚可
給　与▶�時給900円〜  

※試用期間3ヶ月有（同条件）
時　間▶�8:30〜16:15（実働7h、休憩45分）
勤　務▶�週休2日制�※応相談
待　遇▶�交通費規定支給、社保完備、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

ホテル清掃管理スタッフ

車通勤OK

募
集

千歳 パ 清掃

未経験者でもOK！未経験者でもOK！

〒066-0023　千歳市寿1丁目6-3

【受付/9〜18時】
担当/杉本

まずはお気軽にお電話ください。

☎24-9262
（有）道央グリンサービス

仕　事▶��公園の維持管理（樹木の剪定、草刈）、�
一般住宅の外構・庭設計、施工等の業務、�
冬期は除雪等

資　格▶�要普免、未経験者歓迎
給　与▶�正社員/月給200,000〜280,000円 

　　　 ※試用期間有 
パート/日給9,000円〜

時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶��日曜、祝日、GW、お盆他
待　遇▶��雇用、労災、建設国保加入

千歳 正 パ 公園の維持管理

①重機オペレーター
給　与▶�日給11,500円〜 

※試用期間有
②土木作業員
資　格▶�要普免
給　与▶�日給10,000円〜 

※試用期間有
《共通項目》
期　間▶�即日〜通年�

※状況による、委細面談
時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶�日曜日・悪天候時、GW・�

お盆・正月（当社規定による）
待　遇▶�諸手当有、社保有、退職金制度有、諸手当有、社保有、退職金制度有、

経験・年齢により給与等考慮有�経験・年齢により給与等考慮有�

街道建設株式会社 〒061-1405
恵庭市戸磯76番地16

60歳以上の方も歓迎します。
（本社）☎0123-33-8100

（24時間）090-8638-5842応募

恵庭 正 重機オペレーター、土木作業

希望の店舗に電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

給　与▶�［一般］時給881円　［学生］時給871円
時　間▶17:00〜21:00

㈱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

恵庭 ア パ レジ

恵み野店
恵庭市恵み野西3丁目1

☎36-2980応募

Web応募
はコチラ

給　与▶�［一般］時給881円
時　間▶�①9:00〜13:00　②13:00〜17:00�

③17:00〜21:00�　※9:00〜17:00も可

島松店
恵庭市島松旭町1丁目1-1

☎39-7777応募

Web応募
はコチラ

レジ
募集!!

一緒に働こう!ス
タ
ッ
フ

年齢・性別不問!!無資格・未経験者OK♪

グループホーム 安平の郷勇払郡安平町安平675-16

担当/アリキ☎0145-26-3301応募

◆グループホーム介護職員
時　間▶�①8:30〜17:30�

②17:00〜翌9:00�（夜勤/月5回程度）�
※①②のシフト制（4週8休）

◆夜勤専従
時　間▶�17:00〜翌9:00（週2回程度）
《共通項目》
資　格▶�無資格・未経験でもOK！�

介護職員初任者研修修了（旧ヘルパー2級）
以上あれば尚可、土日祝勤務できる方歓迎、
要普免

給　与▶�時給1,010円 ※22時以降深夜割増有
待　遇▶�各社保完備、車通勤可、有給休暇、交通費規

定支給、当社規定により昇給年1回、賞与年
2回、燃料手当有、産前産後・育児休暇有

グループホーム・有料老人ホームグループホーム・有料老人ホーム

安平の郷 職員募集!!安平の郷 職員募集!!
サービス残業無し!  就業時間を超えた分も賃金としてお支払い致します。

安平 パ 介護

勤務先▶�恵庭市恵南17-1
資　格▶60歳以上の方も歓迎�
仕　事▶�廊下・階段・会議室・休憩室・男女トイレ他

共用部分の日常清掃全般
給　与▶時給880円
時　間▶��11:00〜14:00（実働3h）�
休　日▶�土日祝�※勤務先カレンダーに準ずる
待　遇▶�各社保完備（規定による）、車通勤可（無料

駐車場あり）、交通費規定支給、制服貸与、
有給休暇

〒060-0003�札幌市中央区北３条西4丁目1-1�日本生命札幌ビル
石井ビル管理㈱札幌営業所

まずはお電話かメールにてご連絡の上、写真付履歴書を
お持ちください。面接は勤務先で行います。

☎011-221-6514 担当/採用係

60歳以上60歳以上
の方もの方も

isisapp@rapid.ocn.ne.jp

歓迎!!歓迎!!

安定企業での日常清掃スタッフ!!安定企業での日常清掃スタッフ!!
恵庭 パ 日常清掃

お客様に喜びを届ける
お仕事です。

3名3名
募集募集

期　間▶6月中旬頃〜長期　★今回は長期の募集です
仕　事▶�通信販売のメール対応
資　格▶�不問、Word・Excel経験者歓迎
給　与▶�時給900円

メール返信のお仕事です

●まずはお気軽にお電話ください。 

☎0123-48-2800☎0123-48-2800

初 心 者 大 歓 迎 ! !初 心 者 大 歓 迎 ! !

ケイシイシイ株式
会社 千歳市泉沢1007-111

ダイレクトマーケティング部

●フルタイムでの勤務が可能な方歓迎!組織拡大に向け

時　間▶�9:00〜18:00の間でシフト制、応相談
休　日▶�月9〜10日�※時期により変動有
勤　務▶�週3〜5日
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、送迎有（千歳駅）
【受付/9～17時 担当/吉田】

千歳駅から
送迎有!

千歳 ア パ 受注･問い合わせ対応事務

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

グループホーム グループホーム 北のくにから北のくにから
〒061-1353　恵庭市島松本町4丁目8-25

㈲セカンドライフ

☎0123-37-2985まずはお電話ください。
担当/小野瀬

◆介護スタッフ
仕　事▶�入居者様の生活のお手伝い
資　格▶�不問、未経験の方大歓迎、�

土日勤務出来る方尚歓迎
給　与▶�時給890円 ※試用期間/時給865円
時　間▶�①7:00〜16:00　②8:30〜17:30　�

③10:30〜19:30　�
※①〜③選択可（シフト制）�
※全てのシフトに入れる方尚可

勤　務▶�週2〜5日�※日数応相談
待　遇▶�各社保完備、資格手当（試用期間後）、�

交通費（月25,000円迄）実費支給、車通勤可、�
処遇改善手当年3回別途支給、正職員登用制度有

夜勤ナシで
働きやすい

2020代代〜〜6060代代
みんな大活躍中!みんな大活躍中!

働き方働き方について、について、
遠慮なくご相談ください！遠慮なくご相談ください！

笑顔があふれる♪

恵庭 ア パ 介護

高時給でしっかり稼ぎたい!
地元で働きたい!
製造の仕事がしたい!
モクモク・コツコツ作業が好き!

まずはお気軽にお電話ください。

0120-095-0120-095-350350 函館市新川町1-24　R4TM新川町 5F
株式会社スピード北海道
一般労働者派遣事業（派01-300425）�有料職業紹介事業（01-ユ-300238）

《共通項目》
給　与▶��時給1,100円
期　間▶�3ヶ月更新（長期）
待　遇▶�社保完備、車通勤可（駐車場完備）、�

交通費規定支給

◆電話面接対応中! ◆出張面接も可

そんな仕事をお探しなら

にお任せください!

スピード
北海道

勤務先▶��千歳市北信濃
仕　事▶変圧器製造業務
時　間▶��8:30〜17:00（実働7.75h）
休　日▶��土日祝

【千歳市】変圧器製造

勤務先▶恵庭市戸磯
仕　事▶�プリント基板製造装置の操作や�

検査業務
時　間▶���①8:30〜17:00�②20:30〜翌5:00�

③16:30〜翌1:00�④0:30〜9:00�
※基本①②の交代勤務、③④は業務状況
に応じて勤務の可能性有

勤　務▶5勤2休または4勤2休�※シフト制

【恵庭市】プリント配線基板製造・検査

千歳・恵庭 派 製造、検査

毎週木曜日に

Q人ナビ携帯サイトで

新着情報を

チェックできるよ

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

千歳

仕　事▶�土木現場での作業
給　与▶�月給250,000〜380,000円
資　格▶�要普通免許、経験者優遇、未経験者歓迎
時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶�日曜日、その他
待　遇▶�各社保完備、制服貸与、�

賞与有、資格取得支援制度有
勤務先▶�千歳市近郊

土木作業 正社員募集!

千歳市みどり台
北1丁目4番6号

【受付/9〜17時】
担当/桜井

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-22-4195
㈱ヒロトミ建設

急募‼︎

正 土木作業

［応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。担当/店長 ㈱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

★恵庭店・長都店は他の部門も募集中！希望店舗にお気軽にお問い合わせください。

応
募 ☎26-6660

給　与▶�［一般］時給917円 ［学生］時給871円
時　間▶7:00〜10:00

千歳市日の出1丁目1-66
千歳店千歳店

★お寿司・惣菜製造のお手伝いもあります!

水産スタッフ募集‼️水産スタッフ募集‼️3店舗

スーパーアークス
千歳店

給　与▶�［一般］時給911円
時　間▶8:30〜13:00
勤　務▶�週4日

応
募 ☎33-1122

恵庭市本町210
恵庭店

長都店
千歳市勇舞8丁目1-1

給　与▶�［一般］時給911円　［学生］時給871円
時　間▶�①7:30〜12:30�②13:00〜17:00

☎23-7667応
募

スーパーアークス
長都店

ビッグハウス
恵庭店

千歳・恵庭 ア パ 水産
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