
2021 年 8 月 6 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）

清掃スタッフ清掃スタッフ
920920円円

募募
集集

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
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60歳以上60歳以上の方も歓迎♪の方も歓迎♪

恵庭 パ 清掃

◆保育士《パート》
資　格▶�保育士免許、土日祝及び、遅番勤務可能な方
給　与▶時給1,200円～
時　間▶��8:00〜21:00の間で5〜8h�※シフト制�※応相談
勤　務▶�週2〜3日�※応相談

保保育育士士　　事事務務員員
Wワーク
OK

扶養内勤務
OK

＆

◆事務員《パート》
資　格▶�基本的なPC操作が出来る方(Excel・Word等)、

ブランクのある方・未経験者可
給　与▶時給900円～
時　間▶��8:00〜21:00の間で4〜5h程度�※応相談
勤　務▶週2〜3日�※応相談
《共通項目》
待　遇▶�各社保完備(条件による)、交通費規定支給(月

1.5万円迄)、車通勤可、昇給有(毎年4月)、�
扶養内勤務可、WワークOK��
☆残業・持ち帰り業務はありません。

千歳市柏台南1丁目2-1�千歳アウトレットモール･レラ内�区画1260

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-29-6650
ぷらす保育園 ちとせRera園企業主導型

認定保育園

《受付》
8:00〜17:00

千歳 パ 保育士、事務員

千歳市柏台南
1丁目1-9（株）

仕　事▶�おにぎり・お茶漬け・サンドウィッチ等の軽食�
作り、海鮮・お肉の弁当販売、簡単な盛付・洗浄等
の調理補助、レジ打ち・品出し等

資　格▶�未経験者歓迎、主婦（夫）・フリーター歓迎、�
ブランクOK、土日祝勤務できる方歓迎

給　与▶�時給900円～　 
※早朝7～9時/時給1,000円～

時　間▶�7:00〜20:50の間で実働7〜8h　�
※現在はコロナ禍の為8:00〜18:00の�
　時短営業です。

勤　務▶週4日〜　※希望応相談
待　遇▶�各社保完備、交通費規定支給、昇給有、制服貸与、

正社員登用制度有
勤務先▶�お弁当処�美食千歳、ごちそうDELI、茶屋美食千歳

（新千歳空港国内線ターミナルビル2F）

販売・調理補助
1,000円～

★マニュアルがあるので 
　未経験でもOK! 

スタッフ

募集!
早朝時給

【受付/9時〜17時】　担当/羽根田（はねだ）
☎0123-49-3366

まずはお気軽にお電話ください。 

千歳 ア パ 販売、調理補助

美食千歳 茶屋美食千歳ごちそうDELI

＼仕事探すなら／

今
は
静
か
に
Q
人
ナ
ビ
で

　
　
　
　
　お
仕
事
探
す
ゼ
…

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、車通勤可

★応募について、8/8〜15はお盆休みです。

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ボディ洗浄、洗浄、加修作業加修作業
などを行うお仕事です!

未経験者
歓迎!

昇給有! お休み充実! 接客なし!

恵庭 契 洗浄ライン作業

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》

千歳市駒里2246-30

まずはお気軽に
お電話ください。 受付/8〜18時　担当/天神　（宮崎県本社直通）

☎0986-47-1825
共通
項目

時　間▶8:00〜17:00（実働7.5h）
休　日▶日祝、土曜日は隔週
勤務先▶千歳市駒里2246-30
待　遇▶�各社保険完備、賞与年3回、�

交通費規定支給、車通勤可

天神製作所 北海道工場

正
社
員

3職種
募集!!

未経験者は簡単な作業からスタート
徐々にステップアップしていきます!!徐々にステップアップしていきます!!

給　与▶�日給7,000～10,000円 
試用期間/日給7,000円

資　格▶未経験歓迎、経験者優遇、要免許

機械溶接・組立［機械の組立、溶接］

給　与▶�日給7,500～12,000円 
試用期間/日給7,500円

資　格▶経験者優遇、要免許

電気配線機械メンテ［機械の組立、電気配線］

給　与▶�日給8,000～15,000円 
試用期間/日給8,000円

資　格▶経験者優遇、要免許

機械設計［機械設計の施工管理］

株式
会社

新千歳空港から車で10分程度

一緒に作ろう、地球に優しい発酵攪拌機（かくはんき）！
千歳 正 機械製造、組立

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

みどり台北１･２丁目

みどり台南3丁目

長都駅前5丁目

豊里2丁目

自由ヶ丘1丁目

信濃2丁目

新富1丁目

春日町2丁目

白樺4丁目

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 恵庭市

ちゃんと

ちゃ
んと

ちゃん
と

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1ヶ月休まず
がんばろう！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！

短期短期
OKOK

年齢年齢
不問不問

配布員配布員
募集募集

千歳・恵庭 委 ポスティングスタッフ

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店
Web応募
はコチラ

応募

☎33-1122

恵庭店
Web応募
はコチラ

恵庭市本町210
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。

㈱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

千歳・恵庭 ア パ 水産

仕　事▶お寿司製造
給　与▶�［一般］時給911円　［学生］時給871円
時　間▶�①7:30〜12:30　②13:00〜17:00

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

水産 
スタッフ募集!

一緒に働こう!

☎0123-24-7787 担当/金子
電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。

■ビルメンテナンス�廃棄物収集運搬処理�ハウスクリーニング

千歳市流通1丁目4-7

収集スタッフ募集!
給　与▶�時給1,000円～　 

※月額90,000円程度
時　間▶�①8:30〜12:00　�

②8:30〜15:00�
※シフト制

休　日▶�土日
待　遇▶雇保、交通費規定支給、制服貸与
勤務先▶本社（千歳市流通）

女性女性
活躍中!活躍中!

千歳 パ 収集

千歳市上長都958（千歳市公設地方卸売市場内）
株式会社 恵千フーズ

https://keisen-foods.com/

仕　事▶野菜のカット等の加工業務
資　格▶�未経験者歓迎、金・土に勤務できる方歓迎
給　与▶時給865円
時　間▶6:00〜15:00の間で応相談
休　日▶�日・祝、GW、お盆、年末年始　�

※祝日出勤の場合有
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

☎0123-40-1010 ［受付］
9〜16時

●まずはお電話ください。担当/大道寺

千歳 パ 野菜の加工

未経験者歓迎! 時間応相談♪

《共通項目》
時　間▶�①8:45〜17:00（休憩1h）　�

②16:45〜翌9:00（休憩2h）�
③8:45〜13:00（※土曜/休憩なし）�
※①②③交代シフト制　�
※夜勤は月に4回程度

休　日▶�4週6休、他（年間休日110日程度）有給休暇・�
年末年始・夏季・慶弔休暇有

待　遇▶�各社保完備、賞与年2回、交通費規定支給�
（月3万円迄）、車通勤OK、職員食堂�
（1食350円）、退職金制度、財形貯蓄制度�
★JR千歳駅より職員送迎バス有

資　格▶�看護師資格、年齢不問、未経験OK、�
ブランク有OK

給　与▶�看護師/190,000～240,000円+各種手当 
准看護師/160,000～230,000円+各種手当 
☆職務手当（看護師/月25,000円 
　　　　　  准看護師/月22,000円） 
☆皆勤手当（月8,000円） 
☆夜勤手当（10,000円/回） 
☆冷暖房手当（月1,667～6,667円）

看護師・准看護師

資　格▶�無資格OK
給　与▶�126,000～145,000円+各種手当 

☆職務手当（月5,000～10,000円） 
☆皆勤手当（月8,000円） 
☆夜勤手当（7,000円/回） 
☆冷暖房手当（月1,667～6,667円）

　　　　※賃金は手当を含めて16万円以上になります

介護職員

社会医療法人社団 三草会　千歳桂病院  千歳市蘭越97-2

JR千歳駅より 
職員送迎バス有 ☎0123-23-2101 担当/木戸

社会医療法人社団 三草会社会医療法人社団 三草会

千歳桂病院千歳桂病院
正職員正職員募

集
賞与4.3ヶ月分!※昨年　実績

看護師・准看護師・看護助手
入職3ヶ月、6ヶ月後に各5万ずつ

定時で帰れるので
ゆとりをもって働けます。

事前に施設見学ができます。詳しくはお問合せください!

●入職お祝い金有
　（10万円）

●夜勤月4回程度
●残業なし

千歳 正 看護、介護
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