
2021 年 7 月 23 日（金） ちゃんと11

仕　事▶�アパート等の入退去の立会いや、家賃管理、入居者案内、
データ入力、アパートの手入れ等の管理業務の補助

資　格▶�要普通免許、パソコン操作(入力程度)可能な方、年齢・�
学歴不問、水道周りの水漏れ修理等の経験がある方歓迎

給　与▶�時給950円
時　間▶�9:00〜18:00　※応相談
勤　務▶�週2日〜　※仕事が少ないときはお休みOK�

★ご自身で出勤日を調節できます。
待　遇▶車通勤可、社有車有
勤務先▶千歳市・恵庭市他

恵庭市
漁町102-1

■建物サービス業、清掃業、リフォーム業

採用係お気軽にお問合せください！ ☎35-5555

定年退職後の方の応募も歓迎
管理業務補助管理業務補助募集!!募集!!
千歳・恵庭・他 ア 管理業務補助

 スタッフ急募!! ご応募お待ちしています！

株式会社
アドバンス

恵庭市恵み野北3丁目1-1�
恵庭RBPセンタービルE206
http://www.ec-advance.jp

仕　事▶�楽天市場・Yahoo!ストア・Amazonなどのネット
ショップの受注業務。主に取引先との電話対応他、
パソコン操作、eメール対応

資　格▶�基本的なパソコン操作が出来る方、�
ネットショップ・コールセンター経験者優遇、�
プログラム作成経験あれば尚可

給　与▶�時給900円〜 ※3ヶ月後から時給950円 
※能力に応じて昇給有 ※社員登用制度有

時　間▶9:00〜13:00
勤　務▶�月〜金（基本土日祝休み、繁忙期は土日出勤数回有）�
待　遇▶�雇用保険、労災保険、車通勤可、交通費規定支給、社保有

担当/末岡☎21-8891 受付/10〜16時

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭 ア パ 受注業務

〒003-0871�札幌市白石区米里1条3丁目2-1
【HP】http://www.m-ichiba.jp/

担当/遠藤☎011-872-2500

資　格▶未経験者歓迎
時　間▶�7:00〜21:00の間で実働8h
休　日▶�月7〜8日
給　与▶�時給1,050円〜 ※試用期間有 

★経験により優遇します。
待　遇▶�各社保完備（勤務による）、�

交通費規定支給（月25,000円迄）、�
制服貸与、正社員登用制度有

勤務先▶�千歳市美々�新千歳空港ターミナルビル内
応　募▶�電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。�

※千歳市内での面接も可能です。

港町市場 ㈱遠藤水産

店頭販売スタッフ募集店頭販売スタッフ募集

パート

千歳 パ 店頭販売

清掃員清掃員募募
集集

時給900円

(株)東洋実業 恵庭営業所
恵庭市黄金中央1丁目13-11��クレール黄金1F

応募 ☎33-8225 ［担当］
採用係

◆ 医療機関の入口・受付付近等、 
外来周辺の日常清掃

時　間▶6:00〜8:30
給　与▶時給900円
勤　務▶火・木・土
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、有給休暇
勤務先▶恵庭第一病院/恵庭市福住町1丁目6-６

◆葬儀場での館内日常清掃、ベッドメイク
時　間▶�葬儀の施行状況による　�

※例/9:00〜13:00、13:00〜17:00　
給　与▶�時給900円
勤　務▶葬儀施行時
待　遇▶�制服貸与、交通費規定支給、�

ベッドメイク手当有
勤務先▶�やわらぎ斎場恵庭/恵庭市有明町6丁目1-25

WワークWワーク
OK!OK!

車通勤可車通勤可

恵庭 パ 清掃

〒061-1446�恵庭市末広町124番地

社会福祉
法　　人 恵庭市社会福祉協議会

☎0123-33-9436応募
2021年8月31日㈫必着応募締め切り

社会福祉協議会職員正職員

応募期日までに、恵庭市社会福祉協議会指定の�
履歴書（ホームページからダウンロードできます。）に�
必要事項を自筆記入し、郵送または持参ください。�
詳しい応募方法・申込書類等はHPでご確認ください。

募
集

仕　事▶�恵庭市社会福祉協議会事業の企画・運営等の�
総合職

資　格▶�要普通免許（AT限定可）、社会福祉士・精神保健
福祉士いずれかの資格保持者、大学（短大含む）
又は専門学校卒、令和3年4月1日現在で30歳�
未満の方（長期勤続によるキャリア形成を図る�
観点から）

給　与▶�例/月給214,800円 
　 （大学卒、医療福祉職等の経験5年の場合） 
 　※初任給は、学歴・職歴を考慮の上決定

時　間▶�8:45〜17:15(休憩45分)
休　日▶�土日祝、年末年始、夏期休暇等規定によるもの
待　遇▶�各社保・共済会、通勤手当、昇給年1回、扶養手当、

住居手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当等

恵庭 正 総合職

恵庭

〒061-1413
恵庭市本町113-1

デイサービス きたえるーむ恵庭応
募

受付/9〜18時
担当/関澤☎0123-25-6207

 kitaeroom-eniwa@aroma.ocn.ne.jp

仕　事▶�訓練のサポート、送迎、施設業務全般�
（食事・入浴サービスなし）

資　格▶要普免�※介護福祉士資格があれば尚可
給　与▶�［正］月給192,500〜237,500円 

　　（固定残業代18h含む） 
　　※介護福祉士は別途資格手当/10,000円 

［パ］時給1,061円  
　　※介護福祉士は+100円（各種手当含む）

時　間▶�［正］8:00〜17:00�［パ］8:20〜17:00�※実働7.25h
休　日▶�［正］日祝を含む月9休�※年末年始休暇有�

［パ］日祝�※週3日程度の勤務（応相談）�※シフト制
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、マイカー通勤可、試用期

間3ヶ月有、［正社員のみ］賞与年2回･昇給有（業績
による）、［パートのみ］一時金年2回（業績による）

正職員・パート 介護職員（トレーナー）

仕　事▶�運動指導、運動メニューの作成、手技の提供、送迎、
施設業務全般

資　格▶�柔道整復師、理学療法士、作業療法士のいずれか、要普免
給　与▶�月給215,000〜260,000円 

（資格手当、固定残業代18h含む）
時　間▶�8:00〜17:00
休　日▶日祝を含む月9休�※年末年始休暇有
待　遇▶�交通費規定支給、制服貸与、マイカー通勤可、�

試用期間3ヶ月有、賞与年2回･昇給有（業績による）

正職員 機能訓練指導員

正 機能訓練指導員正 パ 介護職員

デイサービス 
職員募集!

正職員

パート

千歳

《アルバイト共通項目》
資　格▶�車通勤可能な方
時　間▶8:45〜17:00
休　日▶�日曜日�※その他応相談
待　遇▶�交通費規定支給
期　間▶2022年3月31日まで

給　与▶ 時給900円
資　格▶�未経験者歓迎�
時　間▶�8:45〜17:00　�

※開始・終了時間はご相談ください!!
勤　務▶�週3〜6日で日数応相談��

★日曜日はお休みです。
待　遇▶�車通勤の方は交通費規定支給、JR千歳駅からの

送迎有(17時までの勤務の方)
期　間▶2022年3月31日まで

野菜の選別・加工等の軽作業。手作業メインで難しい
作業はありません。

〒066-0051�
千歳市泉沢1007-134

青果物卸売り

株式会社 北 泉担当/中野
【受付/平日9〜18時】☎28-2695応募

スタッフ募集中!スタッフ募集中!アルバイト･パートアルバイト･パート

扶養内扶養内
OK!!OK!!

パート

野菜の積み上げが主なお仕事です。
他に選別・袋詰め等もあります。
給　与▶時給1,200円

アルバイト
男性男性多数多数
活躍中!!活躍中!!

給　与▶�時給1,000円
原料（人参・いも）の入替え作業と洗浄
アルバイト 未経験者未経験者

歓迎!!歓迎!!

ア 洗浄作業、野菜の積み上げパ 野菜の選別・加工

※詳しくはお気軽に 
　お問い合わせくださいませ。

まずはお電話のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

☎0123-21-9713
千歳市平和1006-1385

新千歳空港IC側に営業所を開設しました!
経験を活かして働こう!車両増車のため

●安定した仕事量!
●経験者優遇!

千歳 正 ドライバー

給　与▶�大型/月280,000円〜 
4t/月240,000円〜

時　間▶��8:00〜17:00�
（運行内容により異なる）

資　格▶経験者優遇�
休　日▶�日祝、他
待　遇▶各社保完備�

正社員募集!正社員募集!
トラックドライバートラックドライバー

千歳 派 ①印刷機械のマシンOP②電子部品の製造・付帯作業③電子部品の製造④倉庫内作業

お仕事
ファイル

体力

冷静度

コミュニケーション能力

飲食店などで接客をする職業。料理の提供や片付けのほかにも、備品の管理・
補充や店内清掃など店内業務全般をこなす。

あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

頭
の
中
で
情
報
を
整
理
し
、臨
機
応
変
に

対
応
す
る

ホールスタッフ

●レストランサービス技能士

千歳市青葉5丁目6-10　http://www.hotal-web.com

仕　事▶�客室清掃、備品補充�
時　間▶�①9:00〜15:00　②19:00〜翌1:00�
給　与▶�時給900円〜　※昇給有� 

※22時以降/時給1,125円〜
勤　務▶�応相談�

0123-40-20770123-40-2077
090-2511-4127

電話の上､写真付履歴書をお持ちください｡ 

担当/國田

ホ テ ル 　 　 　 　 　 ホ タ ル 全室Wi-Fi
完備

土日のみの方歓迎!土日のみの方歓迎!
★WワークOK! 
★女性活躍中!

勤務日数勤務日数
応相談!応相談!

千歳 パ ベッドメイク
◆洋菓子製造/安平町早来
仕　事▶�①生地・クリーム製造�②ライン・梱包・入出荷作業�③機械清掃
時　間▶�①7:00〜16:00�②8:30〜17:30�

③12:00〜20:00�※③応相談
給　与▶�①③時給1,050円 ②時給1,000円
休　日▶週休2日�※希望休OK�※土日祝の休みも可
◆小型部品ピッキング・出荷業務/千歳市
資　格▶フォークリフト免許保持者優遇
時　間▶�8:20〜17:15
給　与▶�時給1,000円〜 ※免許保持者/時給1,050円〜
休　日▶土日祝

㈱トーティック 千歳市信濃4丁目8-13札幌事業所
■一般労働派遣事業（派01-300501）

☎0123-25-8775応募 【受付/8:30〜18:00】採用係

★�そのほか、食品加工・出荷業務・検査・�
溶接作業等、オシゴトいろいろあります。

高時給!高時給!

《共通項目》
待　遇▶�社保完備、交通費規定支給、車通勤可、�

制服貸与、日払い・週払い可（規定有）

❷❸のみ
送迎有

送迎有

千歳・その他 派 洋菓子製造、ピッキング・出荷業務

◆パート
仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶�主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶時給950円
時　間▶�17:00〜23:00�※22時以降深夜割増有
勤　務▶週3日程度�※シフト制
休　日▶日曜、祝日　　　　待　遇▶交通費規定支給

洗
い
場･

調
理
補
助

千歳市幸町
2丁目3-2さんが

日本料理
ゆきあかり 山河☎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。

◆正社員
仕　事▶�①仕込み、調理全般�②調理、洗い場等
資　格▶和食調理経験者
給　与▶①月30〜35万円 ②月20万円〜
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

調
理
師

◆正社員
給　与▶�経験者/月25万円〜 未経験者/月20万円〜 ※委細面談
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
◆パート
給　与▶�時給1,050円〜 ※22時以降/時給1,312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

《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

ホ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ

千歳 正 調理正 パ ホールパ 洗い場･調理補助

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 
※22:00〜23:00までは時給1,163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
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