
2021 年 7 月 16 日（金）ちゃんと 8

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
みどり台南3丁目

住吉1丁目

豊里2丁目

栄町2･3丁目

錦町1･2･3･4丁目

春日町2丁目

大和1丁目

白樺4丁目

文京5･6丁目

恵庭市
島松本町2丁目

恵み野東4丁目

恵み野南4丁目

恵み野西6丁目

黄金南4丁目

中島町4丁目

柏陽町１･2･３丁目

有明町3丁目

福住町1丁目

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

皆勤賞皆勤賞あり！あり！
1ヶ月休まずがんばろう！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！

短期
OK

年齢
不問

配布員募集配布員募集

時　間▶�月・火・水曜日/9:00〜17:00の間�
（作業内容によって変動有、応相談）

　　　　木・金曜日/1地域、2h程度〜
給　与▶�時給900円
勤　務▶週4〜5日�※応相談
資　格▶�年齢不問、車通勤できる方
待　遇▶�交通費規定支給�※委細面談にて

「ちゃんと」とチラシの仕分け業務・丁合（折込）・配布作業

仕分け・梱包・配布仕分け・梱包・配布スタッフスタッフ

《月･火》折込チラシの仕分けやチラシの荷受け

《水》チラシの折込、梱包

《木･金》�ちゃんとの配布。�※詳細は面接にて。

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフパ 業務スタッフ

資　格▶�（幼・小・中・高）教諭・保育士・社会福祉士・
高校卒業後2年以上社会福祉事業に従事
した者、無資格者OK、その他

給　与▶�資格有/時給1,160円 
　　　 月給145,000円　 
資格無/時給1,000円

時　間▶��［基本］13:00〜18:40　�
［休校日］7:55〜18:40�
※ともに実働2〜6h（応相談）

勤　務▶週3日〜OK
待　遇▶�健康保険、厚生年金、雇用保険、�

労災保険、通勤手当、扶養内勤務可能、�
期末手当�

恵庭市南島松
27番地

無資格者OK！ 経験者尚OK♪

アソカ学園 島松幼稚園

学童クラブ支援・補助員学童クラブ支援・補助員

ま ず は お 気 軽 に お 電 話 く だ さ い 。

☎0123-36-6655
担当/高坂　受付/平日9〜17時

業務広大に伴う募集！
恵庭 パ 支援員・補助員

応募

◆大手食品工場での検品・出荷
給　与▶時給1,000円
時　間▶�8:30〜17:20(休憩70分)　�

※残業月10h程度

◆倉庫内でのフォークリフト作業
給　与▶時給1,200円
時　間▶�7:30〜16:30�

※慣れてきたら夜勤も有

《共通項目》
勤　務▶週5日
休　日▶日曜　※休み希望OK
待　遇▶�社保完備（規定有）、制服貸与、�

無料駐車場完備、無料送迎バス有  
★職場見学出来ます。

勤務先▶千歳市内

札幌市中央区北2条西2丁目4�マルホビル3階

★履歴書不要！　お気軽にお問合せください！

派04-300244

0120-126-875
東洋ネクスト株式会社 札幌オフィス

★�千歳市内のお仕事！�★�千歳市内のお仕事！�
地元で働こう♪地元で働こう♪

スタッフ募集‼︎スタッフ募集‼︎

送迎可

★�コロナの影響もなく、�★�コロナの影響もなく、�
安定して働ける♪安定して働ける♪

検品･出荷/フォークリフト検品･出荷/フォークリフト
千歳 派 検品・出荷、フォークリフト作業

〒066-0015
千歳市青葉6丁目14-6千歳昭和交通㈱

勤務日は相談の上決定。週休2日制も相談可！

タクシー 
ドライバー募集!!

4勤1休だからしっかり稼げる!

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

勤　務▶4勤1休
給　与▶ 完全歩合制　日勤/月200,000円〜　 

　　　　　　夜勤/月250,000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）

※入社後1年間は給与保証有 
　 (当社規定による）

千歳 嘱 タクシー乗務員

日本管財サービス株式会社千歳市青葉8-3-1

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｡

沼ノ端・早来方面からの通勤も可能！

仕　事▶�施設の入退場警備�
（車両・人の入構許可証の確認及び発行手続き等）

資　格▶�車通勤出来る方、定年者の方も歓迎　�
※施設警備2級（検定11月頃）を取得して頂き�
　正社員登用となります。�
　（それまでは契約社員/同条件）

時　間▶�0:00〜24:00（6h勤務の4交代）
勤　務▶�シフト制（年中無休）
給　与▶�月給153,000円〜 

別途資格手当有/施設警備1級8,000円　 
　　　　　　　 施設警備2級5,000円 
※月収例/施設警備2級資格者：月170h勤務の
　　　　 場合月給161,500円 
※試用期間2ヶ月有/時給900円

待　遇▶�社保完備、雇用保険、有給休暇、交通費規定支給（一律
月6,000円）、退職金制度有（条件有）、制服貸与

勤務先▶�新千歳空港貨物ターミナル

施設警備をやってみませんか！施設警備をやってみませんか！
国家資格取得国家資格取得をサポートいたします！をサポートいたします！

千歳 正 空港警備

清掃・厨房清掃・厨房スタッフスタッフ

募集募集

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

株式会社道央環境センター 恵庭市本町27番地

☎0123-34-0740応 募

◆清掃 《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

◉ラ･デュース恵み野

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

◆厨房（調理補助） 《フルタイム/パート》
◉我汝会えにわ病院 
★フルタイム・扶養範囲内選択可

恵庭 パ 清掃、厨房（調理補助）

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

◉恵庭南病院
★フルタイム・扶養範囲内選択可

◆清掃 《フルタイム/パート》

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。委細面談。 

新型コロナウイルスの感染予防対策を実施しています。

☎22-2241☎22-2241応募
ローソン自衛隊東千歳駐屯地店 千歳市祝梅1016

◆ 東千歳駐屯地内店舗 
バスで通勤できます！ 
●北海道中央バス ［21］日の出大通・祝梅小経由 
　東千歳駐屯地行 をご利用ください。 
※21時以降はバスが無い為、車通勤になります。

仕　事▶�a/陳列その他、レジ作業なし（搬入が無い水・土は除く）�
b/レジ作業有

時　間▶�a/19:00〜22:00��
b/①17:00〜22:00　②11:00〜20:00�
　�③14:00〜23:00

給　与▶�a/時給865円　b/時給930円�
※19:00〜22:00までは時給1,000円

勤　務▶a/週3日　b/週3〜5日
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、ダブルワーク・シニア可、

社会保険有
勤務先▶�陸上自衛隊東千歳駐屯地内（千歳市祝梅1016）

◎Wワーク、シニア、学生ＯＫ!!
店内業務スタッフ募集!!

駐屯地内の
普段は入れない場所で、働いてみませんか？

ローソンです!!

千歳 パ 店内業務

主にブタの飼育に関わる業務（清掃、エサやり等）を 
行います。動物好きな方、体を動かしたい方にぴったり!
月8〜15日くらいで無理なく働けます。お小遣い 
稼ぎにもおすすめ! 元気な方、お待ちしています!

えこりん村�〒061-1421�恵庭市牧場241-2

資　格▶�未経験者歓迎、70歳まで（定年雇用止めの為）
時　間▶�8:00〜17:00�※実働8h
給　与▶�時給865円
勤　務▶�月8〜15日程度（シフト制）
待　遇▶�労災保険有、車通勤可、えこりん村循環バス

利用も可（恵庭駅〜えこりん村間）
勤務先▶えこりん村内

担当/オオウチ、カワノ☎34-7800
電話またはメールでご応募受付致します。

受付/10〜17時

t-oouchi@aleph-inc.co.jp

飼育スタッフ飼育スタッフ

年齢不問!!年齢不問!!
シニアの方も シニアの方も 
歓迎です♪歓迎です♪

★勤務開始日相談に応じます！

ブタブタの 募集

恵庭 ア 豚舎の清掃、エサやり

勤務先▶�トヨタカローラ札幌㈱総合物流センター
休　日▶�日曜・祝日、他シフト制（月7〜10日）�

★GW・お盆・年末年始の長期連休有�
　（年間所定休日108日）

時　間▶�9:00〜17:00
給　与▶�時給920円〜 

（月22日勤務の場合、月収141,680円以上可能）
資　格▶�要普通自動車運転免許（運転経験1年以上）
待　遇▶�交通費当社規定支給、社会保険完備、作業服貸与、

有給休暇有、能力に応じて昇給有、車通勤可

恵庭市北柏木町3丁目73

まずはお気軽にお電話ください。面接日時をお知らせします。
写真付履歴書をお持ちください。

担当/�三浦・傳法(デンポウ)
☎0123-47-8000

トヨタカローラ札幌㈱ 総合物流センター

担当/酒井
☎0123-33-9660

新車 中古車

新車・中古車新車・中古車のの洗浄ライン洗浄ラインでのでの
シートシートややボディ洗浄ボディ洗浄、、加修作業加修作業

昇給有! お休み充実! 接客なし!
などを行うお仕事です

未経験者
歓迎!

恵庭 契 洗浄ライン作業

◆レジ◆水産

◆水産

◆食肉

給　与▶�［一般］時給882円 ［学生］時給871円 
時　間▶��17:00〜21:00（実働4時間）�

※応相談�※学生可

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

給　与▶�［一般］時給911円 ［学生］時給871円
時　間▶①�7:30〜12:30�②13:00〜17:00

給　与▶�［一般・学生］時給871円
時　間▶�8:30〜13:00�※応相談

千歳・恵庭 ア パ 水産、食肉、レジ

[応募］希望の店舗に電話連絡の上、写真付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

お寿司製造

一緒に働こう!!
☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店
Web応募
はコチラ

恵庭店
Web応募
はコチラ

☎33-1122
恵庭市本町210

応募

応募

スタッフスタッフ募集!!募集!!

お仕事
ファイル

体力

気遣い度

コミュニケーション能力

老人ホームなどの施設や個人宅にて介護業務を行う職業。主に食事や排泄
などの手助けする身体介護と、家事全般のお手伝いをする生活援助を行う。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

生
活
を
支
え
、心
と
身
体
も

ケ
ア
す
る

●初任者研修修了以上

介護士・ヘルパー

ケアマネージャー、保育職員、 
夜間施設管理も同時募集!

社会福祉法人 いちはつの会

コロナ禍により離職された方を対象に、
異業種チャレンジ奨励金

を北海道から支給。
（規定有）

介護職員募集介護職員募集
やる気があれば 
未経験も応募可!

北海道異業種
チャレンジ奨励事業

30万円

★残業少なめ！★休日出勤なし！
通常の有給休暇の他に希望休聞き取り
制度があるのでプライベートも充実！

安定的かつ継続的な収入の
社会福祉法人で
一緒に働きませんか？

体制強化の為、増員募集!!

《共通項目》
時　間▶�①6:30〜15:30　②8:30〜17:30�

③11:15〜20:15　④13:45〜22:45�
⑤17:00〜翌9:00　※応相談、シフト制�
※①〜④休憩1h、⑤休憩2h　

休　日▶�年間休日107日、シフト制�
（変形労働のため日数変動有）

待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、車通勤可（駐車場無料）、
事業所内保育所利用可（保育料無料）、社保完備（パート
は勤務時間による）、試用期間6ヶ月有、夜勤手当/1回
4,000円、処遇改善手当/月10,000〜25,000円

勤務先▶�◎特別養護老人ホーム�恵庭ふくろうの園�
　（恵庭市南島松6-1）�
◎地域密着型特別養護老人ホーム�千歳ふくろうの園、　
　千歳ふくろうの園Ⅱ（千歳市大和4丁目2-4）

★初期の配属場所については経験やご住所により考慮致します。
★知識・技術より人物重視の採用をしております。 
　高齢者と係わる事が好きな方のご応募お待ちしております!

☎0123-36-1351☎0123-36-1351受付/�月〜金�
9〜17時

電話連絡の上、履歴書をご郵送ください。 担当/星野 

社会福祉法人いちはつの会
恵庭市南島松6-4 http://www.midorino.jp

■千歳・恵庭地区施設系サービス

資　格▶介護福祉士
給　与▶�月額222,000〜246,500円（各種手当含む） 

★昇給、賞与（2.0ヶ月支給）有

◎退職積立金制度有
正職員

◎ 正職員登用制度有 
資格取得（介護職員初任者研修、実務者研修）助成制度有
※2年以上のお勤めで、費用全額法人負担（規定有）

準職員

資　格▶�不問、①〜④の内、2つ以上勤務可能な方　�
※夜勤なしも可

給　与▶�無資格/時給870円　 
実務者・初任者研修/時給900円 
介護福祉士/時給1,050円 
★月収平均/158,660〜201,400円（各種手当含む） 
★賞与月（6月・12月）に一時金の支給有

35歳以上の方も
積極採用中

感染症防止対策実施済み 
利用者様及び職員のワクチン早期接種済み 

（もちろんお仕事中のマスクは支給します。）

千歳・恵庭 正 準 介護
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