
2021年6月25日（金）ちゃんと 12

仕　事▶スーパーの店舗内清掃
給　与▶�時給920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
920920円円

募
集

時時
給給

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!!

朝の時間を有効に!
恵庭 パ 清掃

まずは現場を見に来てください!まずは現場を見に来てください!
見学後の応募もOK!!見学後の応募もOK!!

☎22-3577応募

仕　事▶�採卵鶏管理や鶏舎管理。清掃・草刈・建物修繕・�
機械メンテ

資　格▶�未経験者歓迎、高卒以上、要普通自動車免許�
（AT限定可）※通勤用

給　与▶�時給1,074円～�
※月収例/1,074円×8h×22日＝189,024円

時　間▶8:00〜17:00（休憩1h）
休　日▶�週2日（シフト制）、年末年始休み有
待　遇▶�社保完備、作業着・靴・帽子貸与、�

交通費規定支給、試用期間3ヶ月有、�
マイカー通勤可（無料駐車場有）

担当/窪田

(株)トーチク�千歳農場

管理スタッフ募集!

千歳市駒里
2269番地

千歳 ア パ 管理

販売ノルマなし!販売ノルマなし!

仕　事▶�新車、中古車の販売業務、軽整備、他
資　格▶�未経験者歓迎、要普通免許（AT限定OK）�

軽整備（タイヤ交換・オイル交換）できる方優遇
時　間▶�10:00〜19:00(実働8h）
休　日▶�4週8休�※火曜定休�

他シフト制�※会社カレンダーによる、�
年末年始

給　与▶�月160,000円～�
※例/月200,000円以上も可能�
※試用期間1～6ヶ月/時給861円～

待　遇▶�各社保完備、業績賞与年2回、燃料手当、交通費�
規定支給、車通勤可、カップ式飲料機使い放題

まずはお電話のうえ、写真付
履歴書をお持ちください。 ☎0123-26-2191☎0123-26-2191 担当/つのだ

千歳市東雲町5丁目7-3�株式会社スターオート�千歳店 http://starauto1995.com/

正社員
未経験者歓迎!

レンタカー・ レンタカー・ 
ガソリンスタンド ガソリンスタンド 
業界経験者大歓迎!業界経験者大歓迎!

営業
募集

スターオート

千歳 正 営業

★アルバイトも同時募集★アルバイトも同時募集　　軽整備・洗車・送迎等軽整備・洗車・送迎等

仕　事▶�入居者の介護、生活介助、生活部門の清掃・整理等
資　格▶�介護福祉士（実務経験5年以上）
給　与▶�月165,000円～300,500円+夜勤手当�

（資格、処遇改善手当、特定処遇改善込み）�
※年齢・経験に応じて支給（処遇改善手当、�
特定処遇改善手当は偶数月に支給）

休　日▶�週休2日制�※年間休日120日
待　遇▶�各社保完備、賞与年2回（3.4ヶ月分）、�

扶養手当、住宅手当（規程による）、寒冷地手
当（11月〜3月）、有給休暇、交通費規程支給、
車通勤可（駐車場無料）、昇給年1回

共
通
項
目

 お気軽に下記までお問い合わせください。
社会福祉法人

千歳福祉会
〒066-0066
千歳市大和4丁目
2番1号

☎0123-49-6805☎0123-49-6805
採用担当/中尾�（受付/9:30〜17:30）

介護職員募
集

時　間▶�【日勤】�7:00〜20:30（実働8h、休憩1h）
　　　　【夜勤】�16:00〜翌8:00（実働14h、休憩2h）��

※月4〜5回

時　間▶��【日勤】�7:00〜19:00（実働8h、休憩1h）
　　　　【夜勤】�17:30〜翌9:30（実働14h、休憩2h）��

※月4〜5回

正職員

特別養護老人ホーム 暢寿園

特別養護老人ホーム やまとの里

千歳市富丘２丁目７-5

千歳市大和4丁目2-1

賞与年2回有 各種手当有
雰囲気が気になる方は、HPをご覧ください♪男女男女問わず問わず

幅広い年齢層幅広い年齢層がが
活躍中!!活躍中!!

千歳 正 介護職員

給　与▶時給1,000円～
時　間▶�①13:30〜18:00�※実働4.5h�

②18:00〜22:00�※実働4h
休　日▶水曜、日曜�※週休2日

恵
庭
市

加工品の包装・箱詰め・検品
扶養内OK、時間選択可扶養内OK、時間選択可1,000円〜1,000円〜

時給時給

資　格▶不問、未経験者歓迎
給　与▶�時給1,000円～
時　間▶�8:30〜17:20
休　日▶��シフト制

千
歳
市

卵のチェック＆パック詰め
千歳駅周辺から千歳駅周辺から
送迎応相談送迎応相談1,000円〜1,000円〜

時給

給　与▶時給1,000円～
時　間▶8:30〜17:30�※実働7.5h
休　日▶日曜�※シフト制

千
歳
市

野菜の選別
短期短期公共交通機関で通いやすい公共交通機関で通いやすい1,000円〜1,000円〜

時給時給

まずはお電話ください！

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）

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

《共通項目》�

★�3日払い・週払いOK！
★�即シフト入り・即勤務もOK！
※規定有

オススメ
今週の
ホットスタッフ苫小牧

55 案
件

その他お仕事多数！ 登録のみも大歓迎♪

給　与▶時給1,000円～
時　間▶16:00〜24:00
休　日▶�土･日曜�※お盆・年末年始有

野菜の選別
カンタン軽作業カンタン軽作業1,000円〜1,000円〜

時給千
歳
市

資　格▶要普免、未経験者歓迎
給　与▶時給1,050～1,100円
時　間▶�①5:30〜15:00�②7:00〜16:00�

※実働7.5h
休　日▶週休2日�※シフト制

恵
庭
市 選べる時間帯選べる時間帯1,050円〜1,050円〜

時給 もやしの仕分け・包装・設備洗浄

千歳・恵庭 派 検品、箱詰め、選別、包装

あ
の

〜

検
索
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た
い
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で
す
が
… ＼仕事探すなら／

ちゃんと 検索

飼
い
主

ちゃんとの中の「Q人ナビ」なら

求人募集ができます。

働きたい人 雇いたい人

みんなに届く

が近日リニューアル!

Web版

毎週木曜更新

Q人ナビ

より見やすく、 よりわかりやすくなります!

（有）ライブビジョン 苫小牧市春日町
1丁目12番2号

一般労働者派遣事業（般01-300470）

未経験者歓迎!!未経験者歓迎!!

お気軽にお電話ください。出張面接致します。

☎0144-37-1234（本社）

仕　事▶�ブロッコリー・スイートコーン等の収穫等
期　間▶即日〜11月中旬
資　格▶�未経験者歓迎、年齢・性別不問、学生可
給　与▶�時給980～1,200円
時　間▶�8:00〜17:00�※実働7.5h��

※天候・収穫状況により変動有
勤　務▶�週1日〜OK
待　遇▶�無料送迎有、日払い・週払い可
勤務先▶苫小牧･むかわ･厚真近郊無料送迎有♪

スタッフスタッフ大募集!!大募集!!

年齢･性別 不問！年齢･性別 不問！

★日払い・週払い可
★ 10〜70代まで幅広い年齢の方が活躍!!

野野 菜菜 収収 穫穫 時給980
〜1,200円高時給!!高時給!!

その他 派 農作業

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理

ゆきあかり山河

7/7
OPEN

☎0123-26-5061
受付/14〜18時　担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

千歳 正 調理正 パ ホール
調理師

仕　事▶�仕込み、調理全般
資　格▶和食調理経験者
給　与▶月30～35万円（経験による）
時　間▶�11:00〜23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6〜8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

各種手当有、制服貸与、まかない有

正社員

給　与▶月20万円～
時　間▶�13:00〜23:00の間でシフト制
休　日▶日曜、祝日を含め月6〜8日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

各種手当有、制服貸与、まかない有

ホールスタッフ正社員

給　与▶�時給1,000円～　�
※22時以降/時給1,250円

時　間▶�17:00〜23:00の間で実働3〜6h
勤　務▶週1〜6日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、まかない有

ホールスタッフパート

一
緒
に
頑
張
っ
て
く
れ
る

新
規
ス
タ
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フ
を

募
集
し
ま
す
。

《ホールスタッフ共通項目》
仕　事▶�接客、配膳、会計、片付け等
資　格▶経験者優遇

北海道クリーン開発㈱ 〒053-0016
苫小牧市寿町2丁目3-14

応募

◆ちとせモール[千歳市勇舞8丁目1-1]
時　間▶�14:30〜19:30
勤　務▶�週3日程度（シフト制）
給　与▶時給861円
資　格▶未経験者歓迎、性別不問
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。
面接は勤務先にて行います。委細面談。

清掃清掃

（田口）
0120-03-6323

　080-2871-5294

★60歳以上の方も積極採用　★Wワーク応相談

午後の時間から
のお仕事です♪

ショッピングモールのショッピングモールの

スタッフスタッフ

扶養内
勤務OK！

千歳 パ 清掃

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☎24-0800
電話連絡の上､写真付履歴書をお持ちください。

勤務先▶航空自衛隊千歳基地内
仕　事▶�隊舎の清掃�

（共用部分、廊下･トイレ･小さいお風呂）
資　格▶未経験者歓迎、要普通免許
給　与▶時給900円
時　間▶8:00〜14:00の間で4.5h
勤　務▶�月、金（祝日の場合は前後へ変更）、�

★お盆、年末年始はお休みです。
待　遇▶�労災保険、制服貸与、交通費規定支給、車通勤可

仕事に慣れるまで丁寧に指導いたします!

清掃員清掃員
募集!!募集!!

未経験者未経験者
歓迎!歓迎!

千歳 パ 清掃

一般社団法人�千歳観光連盟
〒066-0019　千歳市流通3丁目4-1

電話連絡の上、写真付き履歴書をご郵送またはお持ちください。

☎25-8900 担当/斉藤・佐藤
受付/平日9〜17時

◆フルタイムパート
時　間▶�9:30〜18:15�※シフト制
給　与▶時給900円�※月給158,400円
◆パート
時　間▶�9:30〜18:15の間で実働5〜8h�

※シフト制（応相談）
給　与▶�時給900円
《共通項目》
仕　事▶�千歳駅観光案内所での国内外観光案内業務補助、�

商品販売他
資　格▶外国語ができれば尚よし、PC操作可能な方
休　日▶�週2日〜�※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、�

勤務時間等により社会保険完備、�
車通勤不可

勤務先▶�千歳ステーションプラザ1F�
千歳観光物産サテライト「ミル」�
（千歳市千代田町7-1789-3）

観光振興で観光振興で
地域を元気にするお仕事地域を元気にするお仕事です!!です!!
勤務先／千歳観光物産サテライト「ミル」勤務先／千歳観光物産サテライト「ミル」

千歳 パ 観光案内業務補助

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

時　間▶�4:00〜13:00（休憩1h）�
※行先によって多少の変動有��
※残業月30〜40h程度

給　与▶�月給245,000円以上�
（残業45h以内、深夜･休日なしの場合）�
※他、扶養手当・年次給・稼働評価手当有

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（扶養手当、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

★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。

速度超過ゼロなど安全に取り組む人の 
為に、社内評価制度があります！

新規大型取引開始に新規大型取引開始に
向けた大募集！向けた大募集！

一から現場を作れる社員を募集します。

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!!
4t2020〜〜2525万円万円

配送業務<4tドライバー>（正社員）

★今年4月にSBSグループ入り

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
★2019年1月新設のきれいな事務所です♪

座学･実技指導等サポート体制が充実！より安全に楽しく意見
や情報を共有する為に、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。

★社員の7割が未経験からのスタートです。

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

10月より10月より
スタート‼︎スタート‼︎

男女ともに
活躍中

千歳 正 4tドライバー
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