
2021 年 8 月 13 日（金）ちゃんと 10

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》

☎26-6660
千歳市日の出1丁目1-66

千歳店
Web応募
はコチラ

応募

土日出勤できる方限定

☎23-7667
千歳市勇舞8丁目1-1

長都店
Web応募
はコチラ

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 ア パ 食肉

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

給　与▶�［一般］時給877円　［一般］時給871円
時　間▶�8:30～13:00
勤　務▶週4～5日

食肉 
スタッフ募集!

一緒に働こう!

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/①17:00～23:00　②11:00～20:00�
　�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）

普段は入れない場所で、働いてみませんか？

◎Wワーク、シニア、学生ＯＫ!! 駐屯地内駐屯地内のの
ローソンです!!ローソンです!!

店内業務店内業務スタッフスタッフ
募集!!募集!!

千歳 パ 店内業務

仕　事▶�新築物件の検査。必要箇所をデジタルカメラで�
撮影し、報告書をご自宅のパソコンからメール�
で送るお仕事です。慣れれば簡単なお仕事です。�
分譲多棟現場の検査がメインです。

資　格▶�建築士（1級・2級）必須、PC操作が可能な方、�
木造建築の経験がある方優遇

給　与▶ 完全出来高制/ 
検査の種類により3,300〜5,700円（税別)/件 
(躯体検査は1件約1時間、配筋及び型枠検査は 
1件40分)

時　間▶��9:00～18:00の間で応相談
勤　務▶�1日数件の検査で、1週間のうち数日の勤務　�

※出社の必要なし
勤務先▶�千歳市内および近郊�

（ご自宅を中心とした近隣、または近郊です。）
弊社HPのお問い合わせより、必要事項を
明記の上お申し込みください。 【HP】 https://nature-card.co.jp/
株式会社ナチュレカード 愛知県名古屋市東区矢田1丁目9-22

業務拡大につき

木造建築の経験ある方優遇

★�検査員さんの平均年齢は54歳！�
定年を迎えられた方もバリバリ頑張っています。

検査
スタッフ募集

☎︎050-3539-4187（求人専用）

年齢年齢
不問不問

副業副業
O KO K 未経験可未経験可

出社�出社�
必要必要
なしなし

千歳・その他 委 住宅の検査業務

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

お仕事
ファイル

体力

料理好き度

コミュニケーション能力

料理人・調理師
飲食店や食堂にて料理を作る職業。料理人は資格がなくても名乗ることが
できるが、調理師は調理師免許が必要になります。

●調理師免許
あったら
いいかも
資格

あったら
いいかも
スキル

「
お
い
し
い
」の
一
言
が

嬉
し
い
！

勤務先▶JR新千歳空港駅
仕　事▶�JR新千歳空港到着の列車内清掃及び駅舎の清掃、�

列車内清掃、座席回転、ゴミ処理、その他及び駅舎清掃
資　格▶�正社員/60歳未満の方　�

　　　�※定年後は嘱託社員として65歳まで勤務可�
パート/60歳以上の方も積極的に採用します。　�
　　　�※定年65歳

時　間▶�①8:50～翌8:55（一昼夜交代/実働14時間10分）�
②8:50～16:40（実働7時間5分、休憩45分）�
※シフト制

給　与▶�正社員/月給152,500円　 
　　　�※試用期間6ヶ月（同条件） 
パート/日給6,150円　※試用期間3ヶ月（同条件）

休　日▶月6日、シフト制
待　遇▶�正社員/各社保完備、昇給年１回、賞与年２回、�

　　　�有給休暇、交通費規定支給、制服貸与�
パート/各社保完備、有給休暇、交通費規定支給、�
　　　�制服貸与

お電話の上、写真付履歴書を持って面接にお越しください。担当/安藤

北海道クリーン・システム㈱ 札幌鉄道支店 空港営業所
千歳市美々JR新千歳空港駅舎内■JR北海道グループ

正社員 パート

清掃員清掃員募募
集集

☎0123-45-7160 080-2877-3015

千歳 正 パ 清掃

★男性活躍中!　★若干名募集!

※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!
●�異業種からの�
転職者も歓迎！

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▶未経験者歓迎、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 正 ドライバー

《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/月給190,000〜240,000円+各種手当 
准看護師/月給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▶�月給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

給　与▶時給1,300円〜
時　間▶�①8:30～17:30�②20:30～翌5:30
休　日▶土･日曜�※週休2日

千
歳

車部品のパーツ製造

稼げる2交替稼げる2交替1,300円〜1,300円〜
時給時給

給　与▶時給1,000円〜
時　間▶12:00～21:00
休　日▶日曜、祝日�※シフト制�※長期連休有

恵
庭

食品工場簡単ライン作業

昼から勤務 日数応相談昼から勤務 日数応相談1,000円〜1,000円〜
時給時給

給　与▶時給1,100円〜
時　間▶�①7:00～16:00��

②18:00～翌3:00
休　日▶日曜�※応相談

恵
庭

野菜の選別
短期 8月中旬〜短期 8月中旬〜
10月中旬まで10月中旬まで1,100円〜1,100円〜

時給時給

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,050円〜
時　間▶�8:30～17:30
休　日▶�土･日曜、祝日�※大型連休有

恵
庭

窓の部品の組立作業

未経験でも簡単未経験でも簡単1,050円〜1,050円〜
時給時給あなたに近い派遣会社あなたに近い派遣会社

まずはお電話ください！
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

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）

《共通項目》�

ほっとけんさく

★��電話だけの簡単登録★��電話だけの簡単登録もOK！もOK！

★3日払い・週払い★3日払い・週払いOKOK（規定有）（規定有）

★★即シフト入り、即勤務即シフト入り、即勤務OKOK

★★現地での面接現地での面接もOK!!もOK!!

オススメ
10案件
ほかにもお仕事あり! 
Webで
見つけよう♬
登録のみも
大歓迎！

千歳・恵庭・他 派 製造、仕分け、梱包、選別、組立、調理、ポーター、販売、事務、ピット作業

給　与▶時給1,020〜1,200円
時　間▶�①5:30～14:30�

②7:30～16:30
休　日▶週休2日

1,020円〜1,020円〜
時給北

広
島

ゴルフ場での調理･ポーター

短期 11月上旬まで短期 11月上旬まで

給　与▶時給1,000〜1,250円
時　間▶�①10:00～19:00�②9:00～18:00�

③21:00～翌6:00
休　日▶シフト制�※希望応相談

恵
庭 1,000円〜1,000円〜

時給時給 パンの製造･仕分け･梱包

人気のモクモク軽作業人気のモクモク軽作業

給　与▶時給1,100円〜
時　間▶�9:30～18:30
休　日▶土･日曜

北
広
島

スポーツウエアーの接客販売

土日休み 未経験者OK土日休み 未経験者OK1,100円〜1,100円〜
時給時給

給　与▶時給950〜1,188円
時　間▶�①16:45～翌2:00�②7:45～17:00
休　日▶日曜、祝日�※他企業カレンダーによる

由
仁

仕分け･選別
千歳・恵庭から通勤圏内千歳・恵庭から通勤圏内

日勤のみも可日勤のみも可950円〜950円〜
時給時給

資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶�8:20～17:20
休　日▶土･日曜�※大型連休有

恵
庭

一般事務

正社員が目指せる正社員が目指せる1,000円〜1,000円〜
時給時給

資　格▶未経験者歓迎、車好きな方歓迎
給　与▶時給1,000円〜
時　間▶10:00～19:00
休　日▶週休2日�※シフト制

恵
庭

車のオイル・タイヤ交換

9〜12月末までの短期9〜12月末までの短期1,000円〜1,000円〜
時給時給
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