
2021 年 8 月 6 日（金）ちゃんと 10

仕　事▶�フロント業務、客室清掃
資　格▶�未経験者歓迎
給　与▶�時給861円  

※22時以降/時給1,077円
時　間▶��20:00～24:00※シフト制
勤　務▶�週3～4日（土・日勤務できる方歓迎）
待　遇▶�交通費規定支給、車通勤可

恵庭市恵南24番地398�ホテルアーデン恵庭

まずはお電話ください。面接時履歴書不要です。
（15時以降にご連絡お願いします。）

☎0123-33-2982 担当/金谷

空いた日に働きませんか？
勤務日は相談の上決定します。
予定のない日を有効活用♪

未経験者
歓迎!!

恵庭 ア パ フロント・客室清掃

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▶恵庭市和光町
仕　事▶コインランドリーでの清掃作業
資　格▶元気な方、未経験者歓迎
時　間▶5:00～17:00の間で1回1h程度�
勤　務▶�2勤2休　※シフト制�

※12/28～31の間は1日3回（朝昼晩）作業有
給　与▶1回1,000円（交通費込み）
待　遇▶労災保険、車通勤可

WワークWワークにに
最適!!最適!!

清掃スタッフ清掃スタッフ
男女共に活躍中!

恵庭 パ 清掃員

正社員2職種募集!!

電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

恵庭市住吉町
2丁目1-3富士交通㈱
担当/金田一☎0123-33-6271☎0123-33-6271

待　遇▶�社保完備、試用期間3ヶ月有《共通項目》

仕　事▶�市内循環バスの運転業務�
（マイクロバス以上のバスを使用）

時　間▶�6:30～22:00の間で�
早番・遅番有（実働8h）

勤　務▶シフト制
給　与▶ 月給20〜26万円 

（時間外含む）
資　格▶�中型二種又は大型二種保持者

バス
乗務員

〈正社員〉

女性も
活躍
できる!

トラック
乗務員

〈正社員〉 仕　事▶�トラックでの配送業務
時　間▶�7:00～16:00��

※早出、時間外勤務有
勤　務▶�週5～6日�※シフト制
給　与▶�4t/月23万円〜 

8tクレーン付き/月25万円〜 
11tクレーン付き/月26万円〜

資　格▶�中型免許

恵庭 正 トラック乗務員、バス乗務員

【製造】電気の放電現象（アーク放電）を利用し、
同じ金属同士をつなぎ合わせる溶接方法。

アーク
溶接

知ってるようで、
 知らない

コトバ

農業生産法人

㈱けーあいファーム
〒066-0001�千歳市長都1010番地

担当/阿部☎42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

給　与▶時給870円〜 ※経験・能力による
時　間▶�6:00～18:00の間で4～8h�※応相談
勤　務▶週2日～OK

◆正社員
給　与▶�月給175,000〜230,000円+残業代
時　間▶�6:00～18:00の間で8～9h��

※シフト制�※1年変形労働時間制
休　日▶�週1日～、夏季(5～6日)、冬季(12～16日)�

※シフト制�※年間休日93日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与

有、有給休暇、社員割引有、寮完備、�
試用期間3ヶ月（同条件)

資　格▶�高卒以上、要普通免許、�
フォークリフト免許・大型特殊免許・�
大型自動車免許持っている方優遇

しいたけ栽培、野菜加工作業、�
工場仕分け作業等

種蒔き、苗準備、畑準備等
定植、草取り、収穫等
草取り、収穫、選別、仕分け等

12月～3月

3月～4月
5月～8月
8月～11月

★ 希望者は南大東島（沖縄県)でサトウキビ 
の収穫作業もあります。（12月〜翌3月）

こんな野菜作ってます!▶▶

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪

笑
顔
い
っ
ぱ
い
♪ キャベツ、ブロッコリー、人参、カボチャ、白菜、スイートコーン、しいたけ、麦、大豆…

野菜の収穫･農作業野菜の収穫･農作業
小さいお子さんがいるスタッフ多数!!小さいお子さんがいるスタッフ多数!!

通年雇用なので長く働ける!!

千歳 正 ア パ 収穫・農作業

パート･アルバイトも同時募集! ★即日〜通年雇用

担当/阿部☎42-8255
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

大規模農場で運転しませんか？
仕　事▶�トレーラー・ダンプ（3t、4t）・軽トラックを

使用して、野菜や肥料、機械の運搬
資　格▶大型自動車免許、けん引免許、経験者優遇
給　与▶�月給175,000〜230,000円+残業代
時　間▶6:00～（月による）�※一年変形労働時間制
休　日▶�週1日～、夏季(5～6日)、冬季(12～16日)�

※シフト制�※年間休日93日
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、有給休暇、�

社員割引有

〒066-0001�千歳市長都1010番地

農業生産法人

㈱けーあいファーム

農場運転手
急募!1名

千歳 正 ドライバー

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、隔週土曜日　�
※月6～8日

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

恵庭市戸磯385-33

家族手当、特殊作業手当、 家族手当、特殊作業手当、 
昼食代補助、深夜勤務手当、 昼食代補助、深夜勤務手当、 
寒冷地手当（11～4月/1万～1万9千円）寒冷地手当（11～4月/1万～1万9千円）

資　格▶�18～40歳(省令2及び省令3イ)、�
高卒以上、未経験者歓迎

時　間▶�《シフト勤務》�①8:30～17:30�
②20:30～翌5:30

　　　　《日勤》8:30～17:30
給　与▶�月170,000〜211,000円 

+諸手当
休　日▶�土日、GW、お盆、年末年始�

※会社カレンダーによる
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、�

車通勤可、制服貸与、昇給有、�
賞与有（前年度実績2.8ヶ月分）

メテック（株）北海工場
採用係☎32-4911 【受付/9～17時】

� 電話連絡の上、写真付履歴書をご郵送ください。
★8/7～8/15はお休みです。

http://www.metek.co.jp

遠心機械に部品を投入し、
自動操作で研磨。●研磨作業
トレイに製品をセットし、
真空焼鈍炉へ製品を投入。●熱処理
金属部品を容器の中に入れ、
自動又は手動装置でめっきする。●めっき加工

まずは工場見学してみませんか？

電子部品・精密部品などの
金属表面処理や、

めっき加工処理を行います。

正社員募集

❶ シフト勤務でしっかり稼ぐ

★★手厚い福利厚生手厚い福利厚生
★★手当充実手当充実

❷ 日勤のみで、プライベートも充実

月収247,000円以上可能

月収211,000円〜
働き方や、希望収入を 
お知らせください。

異業種異業種からのからの転職者転職者も歓迎します！も歓迎します！

未経験未経験から手に職つけよう‼から手に職つけよう‼

恵庭 正 製造

小規模多機能型
事業所いこいのさと憩の郷

夜勤専属夜勤専属スタッフスタッフ
パート

Wワーク
OK

募集募集

資　格▶�無資格OK、ブランクがある方も歓迎、�
土日勤務できる方歓迎、介護職員初任者研修修了
（旧ヘルパー2級）あれば尚可

時　間▶�16:30～翌9:30
勤　務▶�週2日�※応相談
給　与▶夜勤1回16,000円（夜勤手当含む）
�待　遇▶雇用保険、交通費規定支給、社員登用制度有

小規模事業所で4〜5名程の利用者さんのお世話を 
お願いします。アットホームで働きやすい環境です♪

〒066-0073
千歳市北斗4丁目5番6号

電話連絡の上、写真付履歴書を郵送またはお持ちください。

☎26-5300

千歳 パ 夜勤専属スタッフ

送付先

◆保育教諭［臨時職員］
期　間▶�令和4年3月31日まで�※更新有
資　格▶�保育士資格、幼稚園教諭あれば尚可
給　与▶�鶴岡学園職員給与規程による  

※経験により優遇 
例）時給987〜1,292円

時　間▶��①7:30～10:00の間で2h　�
②15:30～18:30の間で2h�
※①②選択も可�※両方勤務できる方尚可

勤　務▶�週4～5日程度�※シフト制�※土曜勤務有
休　日▶�日曜・祝日、�

年末年始（12月29日～1月3日）
待　遇▶労災保険、交通費規定支給、車通勤可

◆保育教諭［常勤臨時職員］
期　間▶�令和4年3月31日まで�※更新有
資　格▶��保育士資格、幼稚園教諭あれば尚可
給　与▶�鶴岡学園職員給与規程による  

※経験により優遇
時　間▶��7:15～19:15の間でシフト制�

（週40h）
勤　務▶�4週6休�※シフト制��

※土曜勤務有
休　日▶�日曜・祝日、�

年末年始（12月29日～1月3日）
待　遇▶�私学共済（健康保険・厚生年金）、�

雇用・労災保険、交通費規定支給、車通勤可�

恵庭市漁町396番地

［応募］�右記の応募書類をご郵送ください。�
追ってご連絡致します。

〒061-1449 恵庭市黄金中央５丁目196-1 学校法人鶴岡学園 
総務部総務課　総務部長　成田 祥介　宛

学校法人�鶴岡学園�幼保連携型認定こども園

北海道文教大学附属幼稚園 ［問合せ］☎0123-34-0019

0～5歳�合計6クラス　　定員110名

保育教論保育教論常勤臨時職員常勤臨時職員

臨時職員臨時職員

1名1名
募集募集

4名4名
募集募集

①履歴書（写真付）�②職務経歴書�③免許状の写し

施設見学
大歓迎♪

募募
集集

子どもたち子どもたちとと一緒に元気いっぱい一緒に元気いっぱい
遊んでくれる先生遊んでくれる先生を募集しています！を募集しています！

恵庭 臨 パ 保育教諭

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

介護職員 ★資格により時給UP!! パート
仕　事▶�訪問介護職員
資　格▶�要普免、介護職員初任者研修修了以上
給　与▶�［介護職員初任者研修修了］時給900円〜 

［介護福祉士］時給1,000円〜 
※経験年数を考慮

時　間▶�8:50～17:30の間で実働4h程度～�※応相談�
待　遇▶�労災保険、賞与年2回、通勤手当、昇給年1回

介護職員介護職員
短時間も応相談

希望の方、正社員登用あり! 

経験者
優遇

デイサービスきずな 〒061-1424
恵庭市大町1丁目8-5

担当/もんま
【受付/9～17時】☎39-5100まずはお気軽に

お電話ください。

恵庭 パ 介護
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